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宮古島市における新型新型コロナウイルスコロナウイルス
感染症関連の主な対策一覧

分類 対策事業・取組 事業または取組の概要 担当課

１

税
・
使
用
料

個人住民税、法人住民税、固定
資産税等の徴収猶予の特例制度

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収
入に相当の減少があった方の市税徴収の猶予。 納税課

2 国民健康保険税の傷病手当
及び減免制度

感染症に感染した場合や、感染症の影響により収入
が前年に比べて 10分の 3以上減少する見込みの場合

国民健康
保険課

3 水道料金等の支払猶予
水道料金等の支払いが困難な事情にあるものに対
して、上下水道料金の支払いを 1ヶ月猶予する。
(対象月 : 令和 2年 3月分～ 5月分 )

水道会計課

4 指定管理施設利用料
納付免除

指定管理者の運営を支援するため、徴収した指定
管理料の 1/2 を市に納付することをR1年度につ
き免除。

水産課

5 宮古島市公設市場使用料
支払い猶予

宮古島市公設市場入居者に対し、使用料の支払い
を猶予。 観光商工課

6
文化ホール (マティダ市民劇
場 )利用人数の制限による、
イベント実施者の減収に伴う
利用料減

利用人数制限に伴い入場料等の減収が予想される
ため、入場時の体温チェック・手指消毒液の設置等、
文化ホールが指定した感染拡大防止対策を実施し
た主催者に対し、施設利用料を 8割減額。

生涯学習
振興課

7 平良港ターミナルビル施設使用料
（事務所）の支払い期間猶予

平良港ターミナルビル施設事務所使用者からの希
望に応じて、使用料支払いを 3ヶ月、又は 6ヶ月
の支払い猶予を実施予定。

港湾課

8 トゥリバー地区マリーナ施設
使用料の支払い期間猶予

トゥリバー地区マリーナ施設使用料の猶予を実施
予定。 港湾課

9

事
業
者
支
援

宮古島市　　　　　　
事業者経営支援助成金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受
けた宮古島市内の事業者（宿泊・飲食・マリン関
連に限る）に対して助成金（10万円）を交付。
【事業費 :1 億円】

観光商工課

10 宮古島市　　　　　　　
中小・零細企業者助成金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で新
型コロナウイルス感染症対策関連の融資を受けた
宮古島市内の事業者に対して助成金（10万円）を
交付。【事業費 :1 億円】

観光商工課

11 学校給食提供用牛乳廃棄に
対する保証金

4月 7日～ 5月 15日の臨時休校により、小中学
校の給食で提供を予定していた牛乳に賞味期限切
れが発生したことから、買取価格と同額を補償す
る。【事業費 :223 万 9千円】

教育部
給食センター

12 宮古島市漁業者支援事業給付金
漁業者の漁業就労継続支援のため、水揚げ報告の
ある漁協組合員に対して給付。
【事業費 :2552 万 8千円】

水産課

13
新型コロナウイルス感染症に
係る持続化給付金宮古島市申
請サポートセンター委託業務

国が実施する持続化給付金の申請をサポートする
為、持続化給付金宮古島市申請サポートセンター
を開設。【事業費 :99 万 8千円】

観光商工課

14 子育て子育て支援給付金事業
子育て世帯の負担を軽減し生活を支援するため、
臨時的な措置として子育て支援金を給付。
【事業費 :9340 万 5千円】

児童家庭課

15 雇用 雇用対策事業 感染症の影響により職を失った市民等の生活を
支援するため、会計年度任用職員として採用。 総務課

16 交通確保
宮古島市公共交通確保
支援事業補助金

地域公共交通を安定的かつ継続的に確保するため、
タクシー事業者へ補助金を交付。
【事業費 :3600 万円】

企画調整課

分類 対策事業・取組 事業または取組の概要 担当課

17 健康増進 外出自粛中の室内運動促進 行政チャンネルを活用し、外出自粛中の親子運動
や筋力アップ体操等を周知。 健康増進課

18

感
染
防
止

PCR検査結果待機
宿泊施設の提供

PCR検査結果が判明するまで待機する場所の確保が
困難な方に施設の無料提供。【事業費:735万6千円】健康増進課

19 手作りマスク製作事業
障がい者支援施設及び市内事業所に手作りマスク
の作成を依頼し妊婦や高齢者等へ配布。
【事業費 :663 万 8千円】

健康増進課

20 衛生材料費の購入 マスク、消毒液、防護服、フェイスシールド等衛生
材料の購入。【事業費 :473 万 5千円】 健康増進課

21  発熱特殊外来設置のための
 施設提供

市休日夜間救急診療所を休診し４月９日より県立
宮古病院発熱外来として施設提供。 健康増進課

22 紙マスク、消毒液の配布
備蓄や寄贈のマスク (3.5 万枚）· 消毒液（600L)
を市内社会福祉事業所、保育所、学校、医療機関、
ボランティア団体へ配布。

健康増進課

23 体育施設の利用制限
感染拡大防止対策として、体育施設の利用を制限
（スポーツ庁「社会体育施設の再開に向けた感染拡
大予防ガイドライン」より）

生涯学習
振興課

24 文化ホール (マティダ市民
劇場 )利用人数の制限

感染拡大防止対策として、文化ホール客席利用人
数の制限。(1ｍ～2ｍ程度の間隔を開けた席配置)

生涯学習
振興課

25 海外ホームステイ事業 感染拡大防止対策として、渡航自粛に伴い今年度
中止。

生涯学習
振興課

26 放課後子ども教室 感染拡大防止対策として、スタッフのマスク着用
· 換気 · 教室の消毒などを実施。

生涯学習
振興課

27
「青少年の深夜はいかい防止」
「未成年者飲酒防止」
県民一斉行動宮古島市民大会

感染拡大防止対策として、市民大会・街頭パレー
ドを記者会見に変更するなど内容を変更して実施。

生涯学習
振興課

28 周
知
・
広
報

新型コロナ関連のホームページ
と問合せ窓口の設置

1月 28日より新型コロナに関する情報と問合せ
窓口を一元化。 健康増進課

市民向け　　　　　　
感染拡大防止啓発事業

市広報紙、市行政チャンネル、ホームページを活
用し感染予防対策や相談窓口の周知。

健康増進課
29 市民向け

感染拡大防止啓発事業
公共施設、市内スーパー等 80カ所に感染予防対
策のポスターを貼付。

30 来島者向け
感染拡大防止啓発事業

宮古空港、下地島空港到着ロビーに感染症注意喚
起掲示板の設置。 健康増進課

宮古島市における宮古島市における
感染症関連の主な対策一覧感染症関連の主な対策一覧

離島の皆様の新たな収入源の確保のため、テレワーカーを育成します。離島の皆様の新たな収入源の確保のため、テレワーカーを育成します。

・受講料無料。お気軽にお問合せ下さい。・受講料無料。お気軽にお問合せ下さい。
【HP】https://icokinawa.com/【HP】https://icokinawa.com/
   ☎    070-5271-9824   ☎    070-5271-9824
　       ( アイランドコネクト沖縄事務局 )　       ( アイランドコネクト沖縄事務局 )

　  離島にお住まいの皆様、        
　      テレワーク業務をはじめませんか？

育成後は、ご自身の希望に応じて「アイランドコネクト沖縄事務局」を通してテレワーク事務を育成後は、ご自身の希望に応じて「アイランドコネクト沖縄事務局」を通してテレワーク事務を
仲介します。業務は、Webライティングや在宅コールセンター、会計代行、Webデザイン制作仲介します。業務は、Webライティングや在宅コールセンター、会計代行、Webデザイン制作
など多岐にわたるため、場所や時間にとらわれず自分の生活スタイルにあった就労が可能です。など多岐にわたるため、場所や時間にとらわれず自分の生活スタイルにあった就労が可能です。

■対象　　　全離島にお住まいの方■対象　　　全離島にお住まいの方
■募集期間　■募集期間　8月 1日～ 8月 31日8月 1日～ 8月 31日
■申込条件■申込条件 PC等を所持しており自宅等にネット環境がPC等を所持しており自宅等にネット環境が
　　　　　　整っている方　※　　　　　　整っている方　※ PCのリースも行っていますPCのリースも行っています


