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※減額補正含む。（減額補正額：△859,630千円） 

※（  ）内の予算額は再掲。 

 

 

 

弾 内容等 予算額（千円） 頁 

第１弾 いざ霧島１万人キャンペーン 30,000 １ 

第２弾 飲食店エールプロジェクトほか 12,776,385 １ 

第３弾 事業継続支援給付金ほか 1,020,246 ２ 

第４弾 観光客誘客事業ほか 103,668 ２ 

第５弾 小中学校 ICT環境整備ほか 788,467 ４ 

第６弾 出産祝・コロナ対策商品券ほか 1,460,787 ５ 

第７弾 超高速ブロードバンド前倒し 240,100 ９ 

第８弾 地域介護基盤整備ほか 91,998 ９ 

第９弾 感染症予防事業 73,500 10 

第 10弾 小中学校施設補修ほか 72,128 10 

第 11弾 ひとり親世帯臨時特別給付金 86,718 12 

第 12弾 予防接種事業（接種準備） 265,817 12 

第 13弾 事業継続支援給付金（タクシー事業者等） （8,000） 12 

第 14弾 事業継続支援給付金（観光関連事業者等） （60,000） 13 

第 15弾 国分中央高校維持管理事業ほか 50,400 13 

第 16弾 事業継続支援給付金（土産物等関連事業者等） （20,600） 13 

計  17,060,214  

2021年 3 月 26 日時点 霧島市総務部秘書広報課作成 

霧島市 

新型コロナウイルス感染症に 

係る緊急対応策 

 
Emergency measures 
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★市内宿泊客１万人に対し、一人当たり 2,000円をキャッシュバック！！ 

 

 

 

 

 

■飲食店等応援事業（飲食店エールプロジェクト）（予算額:1,103万 7千円） 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、厳しい経営 

状況にある市内飲食店等に対し、クラウドファンディ 

ングを活用した売上減少対策を講じるため、事業を 

実施する霧島市飲食店エール委員会に必要な経費を 

補助する。 

★クラウドファンディングで飲食店を応援！！ 

★市が 20％の上乗せ！！ 

 

■特別定額給付金給付事業（予算額:125 億 6,742万 9千円） 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に留意 

しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に、給付金を支給することで、家計への支援を行う。 

 

■一時預かり事業（予算額:200 万円） 

 一時預かり事業を行う児童福祉施設等における新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、必要な備品 

等の購入に係る経費を支援する。 

 

■延長保育促進事業（予算額:200万円） 

 延長保育促進事業を行う児童福祉施設等における新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、必要な備 

品等の購入に係る経費を支援する。 

 

■保育環境改善等事業（予算額:200 万円） 

 私立保育所、認定こども園等における新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、必要な備品等の購入 

に係る経費を支援する。 

 

■子育て世帯臨時特別給付金給付事業（予算額:1 億 9,191万 9千円） 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に対し、臨時特別給付金を支給することで、その 

生活を支援する。 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応策 

予算額:3,000万円 第１弾 いざ霧島１万人キャンペーン 

第２弾 飲食店エールプロジェクトほか 予算額:127億 7,638 万 5千円 

   令和２年度 １  
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■農林水産業資金利子補給事業（予算額:24万 6千円） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農林水産業者が、引き続き経営を続けていく上で必要な資金 

の借り入れを行うとき、その利子相当分を補助し、同者の経営の再建、継続等を支援する。 

 

■事業継続支援給付金給付事業（予算額:10億円） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少 

し、事業を継続することが困難になっている個人事業 

主を含む市内中小企業者等に対して、事業の継続を下 

支えするため、事業全般に使える支援金を支給する。 

 

 

 

■ＰＣＲ検査機器整備事業（予算額:1,000万円） 

新型コロナウイルスを検出するＰＣＲ検査機器を霧島 

市立医師会医療センターに整備することで、検査時間 

の大幅な短縮、医療現場の負担軽減を図る。 

 

 

 

 

■生活困窮者自立支援事業（予算額:1,000万円） 

住居確保給付金の申請件数が、経済活動の急速な縮小や、当該給付金の対象範囲の拡大及び支給要件等を緩 

和する省令改正が行われたことで増加傾向にあるため、所要の額を追加する。 

 

 

 

 

 

■多文化共生支援事業（予算額:34万 6千円） 

近年増加している外国人居住者に対して、正確な情報を円滑に伝達するため、新型コロナウイルス感染症等 

の情報や各種相談窓口その他生活に関する情報を紹介する多言語のガイドブックを作成し、外国人居住者を 

雇用している事業所等に配布する。 

 

■感染症予防事業（予算額:86 万 9千円） 

新型コロナウイルスの感染が疑われる発熱者を早期に隔離するため、本人に接触せず、数秒で体温を測定で 

きる非接触型体温計を整備し、周囲への感染拡大防止を図る。 

 

第３弾 事業継続支援給付金ほか 予算額:10億 2,024 万 6千円 

第４弾 観光客誘客事業ほか 予算額:1億 366万 8千円 



3 

 

 

■産後支援事業（予算額:50万円） 

産後ケアを行う施設に消毒用エタノール等を提供することで、施設に勤務する職員及び利用者への新型コロ 

ナウイルスの感染を防止する。 

 

■観光客誘客事業（予算額:6,919 万 6 千円） 

新型コロナウイルスの影響が長期化していることから、「いざ霧島１万人キャンペーン事業」を拡充し、一般 

の宿泊客を２万人、県内を中心とした修学旅行の宿泊客を１万人追加対象とする。また、デジタルスタンプ 

ラリーを実施するとともに、新聞、テレビ、ラジオ等への広告を追加することで、終息後における経済効果を 

より一層波及させる。 

 

■救急・救助活動事業（予算額:656 万円） 

新型コロナウイルス感染症を含め、全ての感染症に対 

する救急業務にあたる救急隊員の衛生確保を行うため、 

救急車両８台に、二次感染予防機能の資機材を装備し、 

併せて各種資機材を備蓄することで救急業務の持続継 

続に努める。 

 

 

■災害時備蓄品整備事業（予算額:1,273 万 9 千円） 

 自然災害等に備え、消毒液や間仕切りなどの衛生資材 

を備蓄し、避難所における新型コロナウイルスを含む 

全ての感染症への感染リスクを軽減させる。 

 

 

 

 

■国分中央高校維持管理事業（予算額:25 万 6 千円） 

 学校における新型コロナウイルスによる集団感染のリスクを軽減するため、消毒液や非接触型体温計を配備 

する。 

■学校保健総務管理事務事業（予算額:372万 7千円） 

 学校における新型コロナウイルスによる集団感染のリスクを軽減するため、消毒液や非接触型体温計を市立 

小中学校に配備する。 

 

■学校給食センター運営事業（予算額:488万 2千円） 

 新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業に伴う給食費返還等に要する経費及び学校給食調理業 

者の衛生管理改善に要する経費を支援し、学校給食の安全安心かつ安定的な供給を図る。 

 

■国分地区小中学校給食単独調理場運営事業（予算額:229 万 7 千円） 

 新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業に伴う給食費返還等に要する経費を支援し、学校給食 

の安全安心かつ安定的な供給を図る。 
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■新型コロナウイルス感染症傷病手当金給付事業（予算額:229 万 6 千円） 

 新型コロナウイルスに感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することが 

できなかった被用者で、その間の給与等の全部又は一部が支払われなかったものに対し、傷病手当金を支給 

する。 

 

 

 

 

 

■ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（予算額:1億 9,452 万 8千円） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を１人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困 

難が心身に生じていることを踏まえ、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給 

付金を支給する。 

 

■小学校ＩＣＴ環境整備事業（予算額:3億 5,070万円） 

３年生以上に１人１台の端末を整備することで、ICTの活用により全ての子どもたちの学びを保障できる環 

境を整備し、個に応じた最適な学びを実現する「GIGAスクール構想」を加速させる。 

 

■中学校ＩＣＴ環境整備事業（予算額:2億 1,885万 1千円） 

生徒１人１台の端末を整備することで、ICTの活用により全ての子どもたちの学びを保障できる環境を整備し、 

個に応じた最適な学びを実現する「GIGAスクール構想」を加速させる。 

 

■学校給食センター運営事業（予算額:1,482 万 7 千円） 

新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業に伴い、不足した学習時間を補うため、従来の夏季休 

業期間に授業を行うことから、当該期間の学校給食に必要な費用を補助することで、保護者の負担軽減を図 

る。また、調理員の熱中症対策を講じるため、必要な備品等を整備する。 

 

■国分地区小中学校給食単独調理場運営事業（予算額:956 万 1 千円） 

新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業に伴い、不足した学習時間を補うため、従来の夏季休 

業期間に授業を行うことから、当該期間の学校給食に必要な費用を補助することで、保護者の負担軽減を図 

る。また、調理員の熱中症対策を講じるため、必要な備品を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５弾 小中学校 ICT環境整備ほか 予算額:7億 8,846万 7千円 
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■市地域情報基盤整備事業（予算額:5 億 4,740万円） 

超高速ブロードバンド未整備地域への情報基盤整備を 

促進するため、光ファイバ網整備が実施できる電気通 

信事業者に対し、その事業費の一部を助成する。当該 

事業は、新型コロナウイルス感染症への対応として、 

GIGAスクール構想を進め、学校教育や在宅学習のため 

の情報通信基盤整備を加速させるために、市の第３期 

整備地域について当初計画から前倒しして実施するも 

の。 

 

■社会福祉総務管理事務事業（予算額:4,864 万円） 

新型コロナウイルス感染症等が発生した介護・障害者施設・事業所への配布及び緊急時の応援に係るコ 

ーディネート機能の確保等に必要な衛生用品を備蓄する。 

 

■出産祝商品券支給事業（予算額:1億 1,358 万 2 千円） 

新型コロナウイルス感染症の影響による不安のなか妊 

娠期や出産を経た子育て世帯を支援するため、出産祝 

商品券を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■感染症予防事業（予算額:434 万 2 千円） 

新型コロナウイルス感染症の患者に対応する感染症指定医療機関に感染防止対策のため、物品を提供すると 

ともに、当該感染症の第二波等に備え、必要なマスク、消毒液及び個人防護服セットを備蓄する。 

 

 

 

 

 

 

第６弾 出産祝・コロナ対策商品券ほか 予算額:14億 6,078 万 7千円 
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■農林水産まつり開催事業（予算額:800万円） 

新型コロナウイルス感染症の影響によるイベントの中 

止や訪日客の減少等で、一部の農林水産物の消費が大 

幅に落ち込んでいることから、「霧島市農林水産まつ 

り」の開催に対して助成を行い、安心安全な市内産の 

農林水産物を販売する機会を設けるとともに、来場者 

の市内産の農林水産物に対する購買意欲・消費意欲を 

高め、販売促進と認知度の向上を図る。 

 

 

 

 

■霧島茶生産経営継続支援事業（予算額:2,400万円） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、過去最悪となった茶の市場価格の適正化に寄与するため、令和２ 

年産の二番茶、三番茶の生産抑制を行った生産者に対して、補助を行う。 

 

■肉用牛肥育経営継続支援事業（予算額:750 万円） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、枝肉価格が低迷し、肥育農家の生産意欲の低下や規模縮小等が懸 

念されることから、令和２年７月から令和３年３月までに姶良中央家畜市場で購入した子牛に対して１頭 

当たり 20,000円を交付し、当該農家の購買意欲の向上と経営の継続を支援するとともに、子牛価格の下支え 

につなげる。 

 

■森林整備安定化対策事業（予算額:1,000万円） 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中国への木材輸出や住宅建築が停滞し、木材価格が下落したこ 

とにより収益に多大な影響を受けた林業事業体に対して助成を行い、事業継続を支援する。 

 

■プレミアム付商品券事業（予算額:2 億 4,512万 9千円） 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛などが地域 

経済に大きな影響を及ぼしていることから、消費喚起によ 

る地域経済の活性化を図るため、市内の店舗において期間 

限定で利用できるプレミアム付商品券を発行する。 

 

 

 

 

 

 

■新型コロナウイルス関連利子補助事業（予算額:78 万 4千円） 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経営に影響を受けている中小企業等を支援するため、４月 30日以前 

に借り入れた資金の利子の支払いに対する助成を行う。 
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■新型コロナウイルス対策経営改善促進助成事業（予算額:8,008万 8千円） 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経営に影響を受けている中小企業等が、借り入れた資金を返済する 

に当たり、その負担を軽減するため借入金額の一部を助成する。 

 

■新しい生活様式に対応したビジネス展開支援事業（予算額:1億 3,280万円） 

新型コロナウイルスの感染拡大による事業への 

影響を乗り越えるために、感染防止対策を講じ 

ながら販路開拓に取り組む中小企業者等に対し、 

その経費の一部を補助する。また、同感染症の 

影響を受け消費が落ち込んでいる地域経済の回 

復を図るために、通り会等が共同で行う事業等 

に補助を行う。 

 

 

 

 

 

 

■市観光協会活動支援事業（予算額:1,000万円） 

新型コロナウイルス感染症の影響により来場者が減少している「日当山西郷どん村」について、屋外プロジ 

ェクションマッピングによる日当山温泉南洲逸話や日当山侏儒どんの動画を制作し、日当山西郷どん村のＰ 

Ｒを図るとともに誘客を促進する。 

 

■観光客誘客事業（予算額:8,500 万円） 

新型コロナウイルスの感染拡大による宿泊施設の休業や第 

75 回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」関連の団体 

宿泊客キャンセル等の影響を受け、業績が落ち込んでいる 

宿泊施設の現状を踏まえ、国や県が実施する観光需要喚起 

策をはじめ、さまざまな機会を通じて来られた市内宿泊客 

に対して、抽選で秋以降に利用できる宿泊割引券を送付す 

るとともに、公式ツイッターでフォロー＆リツイートした 

方の中から抽選で特産品のクーポンを発行し、霧島への再 

訪・宿泊による経済効果をより一層波及させる。また、「 

スクールトリップ in霧島！」については、対象者を 

10,000人追加し、「スクールトリップ in霧島！20,000 人 

キャンペーン事業」として更なる誘客促進を図る。 

 

■小学校特色ある学校づくりサポート事業（予算額:686万 2千円） 

新型コロナウイルス環境対策の強化を図る上で純増する教師等の業務をサポートするスクール・サポート・ 

スタッフを緊急的に配置することで、教師が児童の学びの保障に注力できる環境を整える。 
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■中学校特色ある学校づくりサポート事業（予算額:216万 7千円） 

新型コロナウイルス環境対策の強化を図る上で純増する教師等の業務をサポートするスクール・サポート・ 

スタッフを緊急的に配置することで、教師が生徒の学びの保障に注力できる環境を整える。 

 

■国分中央高校維持管理事業（予算額:300万円） 

感染症対策を徹底するための備品等を配備することで、感染のリスクを軽減し、学びを保障する体制を整備 

する。 

 

■幼稚園維持管理事業（予算額:119 万 8 千円） 

感染症対策を徹底するための保健衛生用品を配備することで、感染のリスクを軽減し、安心安全な教育環境 

を整備する。 

 

■霧島市民会館管理運営事業（予算額:0円）※コロナ対策外として実施。 

新型コロナウイルス感染症対策として、霧島市民会館 

ホール内の必要換気量を確保するために、空気調和設 

備及びダクト設備を改修する。 

 

 

 

 

 

 

■図書館運営事業（予算額:4,000 万円） 

新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活 

様式が求められていることから、オンラインで図書 

館の蔵書状況を検索・予約できる環境を構築すると 

ともに、貸出ロッカーによる予約本の受取りを行う 

など、利用者の感染リスクの軽減に努める。 

 

 

 

 

■体育施設維持管理事業（指定管理者以外）（予算額:700 万円） 

新型コロナウイルス感染症対策として、国分総合プ 

ール２階フロア等に高性能フィルターを搭載した空 

気調和設備を設置する。 
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■学校保健総務管理事務事業（予算額:5,469 万 5 千円） 

市立小中学校において、感染症対策を徹底するための備品等を配備することで、感染のリスクを軽減し、学 

びを保障する体制を整備する。 

 

■市立医師会医療センター運営事業（予算額:2,860 万円） 

霧島市立医師会医療センターにおいて、新型コロナウイルスを含む感染症の医療業務に当たる医療従事者の 

安全を確保するとともに、院内感染を防ぐため、必要な医療機器を整備する。 

 

 

 

 

 

■市地域情報基盤整備事業（予算額:2 億 4,010万円） 

溝辺地域における超高速ブロードバンド環境を充実させるため、光ファイバ網整備が実施できる電気通信事 

業者に対し、その事業費の一部を助成する。 

 当該事業は、新型コロナウイルス感染症への対応として、GIGAスクール構想を進め、学校教育や在宅学習の 

ための情報通信基盤整備を充実させるために実施するもの。 

 

 

 

 

 

■地域介護基盤整備事業（予算額:2,029 万 8 千円） 

介護施設等における新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止を図るため、民間事業者が行う簡易陰圧装 

置の設置に対して助成を行う。 

 

■丸岡会館等管理運営事業 ほか 22事業（予算額:7,170万円） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用料金収入が減少している指定管理者が管理する公の施設につ 

いて、基本協定に基づき同者の損失を負担し、安定的な管理・運営の継続を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７弾 超高速ブロードバンド前倒し 予算額:2億 4,010万円 

第８弾 地域介護基盤整備ほか 予算額:9,199 万 8千円 
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■感染症予防事業（新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援事業）（予算額:7,350万円） 

市内の医療機関における新型コロナウイルス 

感染症の院内感染を防ぎ、市民が適切な医療 

サービスを受ける環境を確保することを目的 

に、行政検査の対象とならない無症状の新規 

入院患者にＰＣＲ検査を実施した医療機関に 

対して、検査費用を補助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■企画調整総務管理事務事業（会議録作成支援システム等整備事業）（予算額:950 万円） 

各種会議等の開催に当たっては、新型コロナウイルス 

の感染防止を図る観点から、必要最小限の出席者で、 

かつ、密集・密接を避けることが肝要であるため、マ 

イク設備を備えた会議録作成支援システムを導入し、 

感染リスクを低減するとともに迅速な情報共有に努め 

る。 

 

■観光客誘客事業（新型コロナウイルス対策誘客促進事業）（予算額:2,600万円） 

「スクールトリップ in霧島！20,000人キャンペーン 

事業」について、県内外の多くの学校から申込みや問 

い合わせがあることを踏まえ、対象者を 10,000人追加 

し 30,000人として更なる誘客促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

第９弾 感染症予防事業 予算額:7,350万円 

第 10弾 小中学校施設補修ほか 予算額:7,212 万 8千円 
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■常備消防総務管理事務事業、救急・救助活動事業（予算額:573万 8千円） 

 消防吏員が利用する仮眠用寝具について、共用での使 

用を禁止し、個人貸与にすることで、消防吏員間にお 

ける新型コロナウイルスの感染リスクを低減し、消防 

機能の維持・継続を図る。また、新型コロナウイルス 

感染症を含む全ての感染症に備え、不足する消防用備 

品及び感染対策資機材を購入し、消防機能の維持・継 

続を図る。 

 

■災害発生対応事務（感染症対応災害対応アプリ整備事業）（予算額:0 円※当初予算計上済み） 

 新型コロナウイルスを含むすべての感染症にも対応し 

た災害対応アプリを整備することにより、緊急周知を 

要する新型コロナウイルス関連情報などを、プッシュ 

型かつ多言語で「迅速」・「確実」に伝達する。 

※令和２年度当初予算に計上済（財源振替） 

 

 

■小・中学校施設補修事業（予算額:1,800万円） 

 手洗流しが不足している３小学校（国分小学校、国分 

西小学校及び天降川小学校）、溝辺中学校において、 

児童・生徒が密集している状況が見られることから、 

当該施設を増設・改修することで新型コロナウイルス 

の感染リスクを低減する。 

 

 

■各地区公民館管理運営事業（予算額:1,029 万円） 

 新型コロナウイルスの飛散防止を図るとともに、多様 

 な利用者に配慮するため、条例公民館のトイレの一部 

を洋式化する。 

 

 

 

 

■霧島市民会館管理運営事業（予算額:68万円） 

大規模なイベント等の開催に際し、密になることなく 

複数人の体温測定ができる非接触サーモグラフィーカ 

メラを導入し、効果的な感染予防措置を講じる。 
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■事業継続支援給付金給付事業【第２期】（予算額:0円※第３弾の執行残で対応） 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、売上が減少 

し、事業を継続することが困難になっている個人事 

業主を含む市内中小企業者等に対し、事業の継続を 

下支えし、事業全般に使える支援金を支給する。 

 

 

 

 

■在宅当番医制救急医療情報提供実施事業（予算額:192万円※全額予備費を充用） 

冬場を迎え、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との鑑別が難しくなる中で、発熱等による 

受診者の増加が見込まれることから、姶良地区医師会が、12月６日から来年２月末日までの日曜・祝日・ 

年末年始の期間に、在宅当番医から紹介を受けた二次診療としての発熱紹介外来を設置することに対し、そ 

の運営を支援する。 

 

 

 

 

 

■ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（予算額:8,671 万 8 千円） 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ひとり親世帯の生活実態が依然として厳しい状況にあることを 

踏まえ、当該世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付について再支給を行う。 

 

 

 

 

 

■新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（予算額:2 億 6,581万 7千円） 

新型コロナウイルスワクチンが実用化された際に、早期かつ円滑に接種を開始できるよう人的体制、既存 

システムの改修、接種券等の印刷・郵送、相談体制や接種実施体制の調整・確保など接種体制の構築を図 

る。 

 

 

 

 

 

■事業継続支援給付金給付事業「タクシー事業者等緊急支援型」（予算額:0 円※第３弾の執行残で対応） 

 県が、感染拡大の警戒基準を「ステージⅢ」に引上げるとともに、「感染拡大警報」を発令し、接触機会の 

低減を図る観点から本市の飲食店に営業時間の短縮を要請したことを受け、利用者の減少など大きな影響 

が予想されるタクシー事業者及び自動車運転代行業者に対して給付金を支援し、安定した輸送手段の維持 

・確保を図る。 

第 11弾 ひとり親世帯臨時特別給付金 予算額:8,671 万 8千円 

第 12弾 予防接種事業（接種準備） 予算額:2億 6,581万 7千円 

第 13弾 事業継続支援給付金（タクシー事業者等） 予算額: ― 
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■事業継続支援給付金給付事業「飲食店関連事業者緊急支援型」（予算額:0 円※第３弾の執行残で対応） 

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、厳しい経営状況にある飲食店取引事業者（市内に事務所（店 

舗）があり、かつ、市内の飲食店と直接取引のある飲食店取引事業者）においては、県が、感染拡大の警 

戒基準を「ステージⅢ」に引上げるとともに、「感染拡大警報」を発令し、接触機会の低減を図る観点から 

本市の飲食店に営業時間の短縮を要請したことに伴い、取引等が更に減少するなど大きな影響を受けている 

ことから、事業継続の支援、下支え等に資するため支援金を支給する。 

 

■事業継続支援給付金給付事業「観光関連事業者緊急支援型」（予算額:0円※第３弾の執行残で対応） 

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、厳しい経営状況にある観光関連事業者（市内に事業所（店 

舗）がある観光関連事業者）においては、緊急事態宣言など感染症の長期化を踏まえ、国がＧｏ Ｔｏ トラ 

ベル事業の利用を全国一斉に停止したことに伴い、更に大きな影響を受けていることから、事業継続の支援、 

下支え等に資するため支援金を支給する。 

 

 

 

 

 

■国分中央高校維持管理事業（予算額: 240万円） 

感染症対策を徹底するための備品等を配備することで、感染のリスクを軽減し、学びを保障する体制を整備 

する。 

 

■学校保健総務管理事務事業（予算額:4,800 万円） 

市立小中学校において、感染症対策を徹底するための備品等を配備することで、感染のリスクを軽減し、学 

びを保障する体制を整備する。 

 

 

 

 

 

■事業継続支援給付金給付事業「土産物等関連事業者拡充枠」（予算額:0円※第３弾の執行残で対応） 

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、厳しい経営状況にある観光関連事業者（市内に事業所（店舗） 

がある観光関連事業者）においては、緊急事態宣言など感染症の長期化を踏まえ、国がＧｏ Ｔｏ トラベル 

事業の利用を全国一斉に停止したことに伴い、更に大きな影響を受けていることから、事業継続の支援、下 

支え等に資するため支援金を支給する。※第 14弾の［観光関連事業者緊急支援型］の対象者を拡充し、併せ 

てその給付要件・支援額を設定 

 

 

第 14弾 事業継続支援給付金（観光関連事業者等） 予算額: ― 

 

第 15弾 国分中央高校維持管理事業ほか 予算額:5,040 万円 

 

第 16弾 事業継続支援給付金（土産物等関連事業者等） 予算額: ― 

 


