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●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施事業一覧　【令和2年度　決算】

1

総務課
北茂安総合窓口課

風の子保育園
建設課

社会教育課

感染防止物資事業
（マスク・消毒液等）

・マスクの購入備蓄
・消毒液の購入備蓄
・その他、感染防止物資の購入

5,235,000 5,142,284 92,716 98.23%

【10．需用費】・消耗品費
・総務課　　　　　２，８４６，９７６円
・北茂安総合窓口課　９９，９７９円
・風の子保育園 　６２８，９７３円
・建設課 ９１，６９６円
・社会教育課 　１，４７４，６６０円

2 総務課 避難所運営用物品購入事業

・避難所用感染防止物品の購入
・備蓄用パンの購入
・新たに開設予定の板張りの避難所の床スペース用にクッションマットを購入する
・避難所内での感染予防、熱中症対策のための空気清浄機、扇風機等を整備する 11,379,000 11,327,841 51,159 99.55%

【10．需用費】
・消耗品費　２，１０１，０４１円（備蓄用）
・消耗品費　２，１１２，０００円（サマースカーフ）
・消耗品費　３，０３６，０００円（マット）
【11．役務費】
・避難所用物品保管料　１４０，８００円
【17．備品購入費】
・空気清浄機、冷風機購入　３，９３８，０００円

3 総務課 災害時救助用装備品購入事業

・集落内の冠水が予想される町南部の消防格納庫に、水防用ボート、電動ポンプ、
救命胴衣、胴長等の水防用装備品の配備を行う。

3,126,000 3,125,540 460 99.99%
【17．備品購入費】
・救命ボート等購入　３，１２５，５４０円

4 総務課
公共施設における新型コロナウイルス
感染防止対策事業

・加湿器、空気清浄機の購入

・高機能電解水、アロマリキッドの購入 4,670,000 4,669,500 500 99.99%

【10．需用費】
・消耗品費　１，９７９，１２０円
【17．備品購入費】
・公共施設用加湿器購入費　２，２２３，９８０円
・空気清浄器購入　４６６，４００円

5 総務課
町内集会所等避難所における新型コロナ
ウイルス感染防止対策事業

・自主避難所として地区公民館を開所いただく際の、一時避難所等における万が一の体調不良
者が発生した場合に活用するためのAEDを５台整備。

1,815,000 1,815,000 0 100.00%
【17．備品購入費】
・自動体外式除細動器（AED)購入　１，８１５，０００円

6 総務課
庁舎等窓口における新型コロナウイルス
感染防止対策事業

・庁舎等施設における新型コロナウイルス感染防止対策のため非接触体温検知機を購入する。

4,793,000 4,791,600 1,400 99.97%
【17．備品購入費】
・非接触式体温検知機購入　４，７９１，６００円

7 秘書公室
町内事業所等における新型コロナウイ
ルス感染防止対策事業

・加湿器、空気清浄機の購入

・高機能電解水、アロマリキッドの購入 10,931,000 10,930,414 586 99.99%

【10．需用費】
・消耗品費　９９０，０００円
【17.備品購入費】
・町内事業所等貸与用加湿器購入費　４，６０７，１７４円
・空気清浄器購入費　５，３３３，２４０円

8 秘書公室 学校給食費上乗せ補助事業

【ふるさと寄附金基金特別会計へ繰出】
・小学生及び中学生の給食費補助として、追加で行う半額補助上乗せ分を補助する。

37,974,000 37,974,000 0 100.00%
【27.繰出金】
・ふるさと寄付金基金特別会計繰出金　３７，９７４，０００円

予算現額
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決算額
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担当課 支援事業名 支援の具体的内容 事業費の主な内訳執行率
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（A)－（B)
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9 企画調整課 事業持続化支援給付金

・基本支給額　　　一律10万円

※対象者、要件等については、融資認定を受けている事業者を準用。
14,627,000 14,626,640 360 100.00%

【11．役務費】
・通信運搬費　２６，６４０円
【18.負担金補助及び交付金】
・事業持続化支援給付金　１４，６００，０００円

10 企画調整課 みやき町応援クーポン券事業

・町民に対して、商品券（クーポン券）を一律に発行して、域内の消費喚起を促す。

・3,000円×25,800人＝77,400千円

84,312,000 80,314,649 3,997,351 95.26%

【10．需用費】
・印刷製本費　２０，４６０円
【11．役務費】
・通信運搬費　８５９，９０７円
【12．委託料】
・みやき町応援クーポン券事業業務委託料　７９，４３４，２８２円

11 企画調整課 飲食店テイクアウト支援事業補助金

・飲食店がテイクアウト・デリバリー商品を割引料金で提供し、その割引相当額を補助金で交
付する。
　各飲食店の補助金上限を30万円及び事務費

8,804,000 8,328,093 475,907 94.59%
【12．委託料】
・飲食店テイクアウト支援事業業務委託料　８，３２８，０９３円

12 企画調整課 観光客誘致・地域活性化事業
・クーポン券事業で発行した予備券を活用し、町内旅行業者(2社)を通して事前に申請を行っ
た観光客を対象に、食事代もしくは土産品購入代の割引クーポンとして配布。 700,000 699,600 400 99.94%

【12．委託料】
・観光客誘致、地域活性化事業委託料　６９９，６００円

13 企画調整課 応援クーポン券追加事業

・現行の「応援クーポン券事業」を拡充するという形態で、新たな業務としては、クーポン券
の増刷、再配布のみとして、利用可能店舗や換金手数料、利用期間などは、現行の流れのまま
として準備を整える。再配布に関しては、今回は１世帯に３千円とする。

32,561,000 31,690,574 870,426 97.33%

【10．需用費】
・消耗品費　８０，０００円
・印刷製本費　９３，３２４円
【11．役務費】
・通信運搬費　７３３，８４０円
【12．委託料】
・応援クーポン券追加事業業務委託料　３０，７８３，４１０円

14 企画調整課 売上減少事業所経営支援給付金事業

・町内事業所数711事業所のうち、前年同月比20％以上の売上減少事業所を８割と見込む
（570事業所）。うち、「国の持続化給付金」「町独自の経営支援給付金」の受給者（210事
業所見込み）を除外すると360事業所。これに個人事業主で「町内在住、町外事業所」の方を
50事業所として、合計410事業所を想定申請事業所数とする。これらを対象に申請・審査後、
５万円を給付する。初期的には申請・審査事務が混雑すると見込まれるため、申請窓口を企画
調整課、商工会の２ヶ所とし、それぞれに会計年度任用職員を１名ずつ配置して事業実施に臨
む。

2,447,000 2,431,012 15,988 99.35%

【1．報酬】
・会計年度任用職員報酬　５４２，１３４円
【4．共済費】
・社会保険料　７９，６０４円
【8．旅費】
・費用弁償　６，４６０円
【10．需用費】
・消耗品費　４９，８３８円
【11．役務費】
・通信運搬費　２，９７６円
【18.負担金補助及び交付金】
・売上減少事業所経営支援給付金　１，７５０，０００円

15
企画調整課

産業課
小売販売事業者及び専業農家支援簡易販
売所（コンテナ市）運営事業

・小売事業者及び専業農家のうち本事業への参加希望者に、奨励金と引き換えに商品等を簡易
販売所（コンテナでの販売を想定）に持ち込んでいただき、町（委託業者）で代理販売を行
う。
・奨励金により小売事業者等の商品持ち込みに係るリスクを低減すると共に、売上を同者へ還
元することで、コロナ禍における売上及び出荷量の減に対応する支援を図る。

3,867,000 3,866,978 22 100.00%
【12．委託料】
・小売販売事業者及び農家支援簡易販売所整備運営委託料

３，８６６，９７８円

16
企画調整課

産業課
産業振興祭開催事業

・出店協力費を支払い、会場テナントブースで商品・産品を販売いただく。
360,000 0 360,000 0.00%
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17 財政課
新型コロナウイルス感染症対応事業事務
費

・総務課、秘書公室、企画調整課、財政課、国土調査室、環境福祉課、子ども未来課、健康増
進課、地域包括支援センター、風の子保育園、産業課、まちづくり課、下水道課、学校教育
課、社会教育課等
※対象事業に係る職員の時間外手当として支出

9,000,000 8,917,395 82,605 99.08%
【3．職員手当】
・時間外勤務手当　　８，７３５，３９５円
・管理職特別勤務手当　１８２，０００円

18 国土調査室 地区説明資料配布事業

・資料の配布
所有者1名に対し1通

18,000 18,000 0 100.00%
【11．役務費】
・通信運搬費　１８，０００円

19 保健課 手作り布マスク購入事業

・マスクの作製に際し、材料となる布、ゴム紐、縫製時に要す糸、ミシン針などの経費を計上

600,000 600,000 0 100.00%
【10．需用費】
・消耗品費　６００，０００円

20 環境福祉課 障がい児支援事業

・個人負担上限額の内、休業に伴う利用負担額を通所事業所を通じて給付。
個人負担上限額（4,600円）

53,000 0 53,000 0.00%

21 環境福祉課
一斉休校等による障がい児居場所確保緊
急対応事業所支援事業

・放課後等デイサービス、児童発達支援利用者、放課後等児童健全事業の事業所に対し、１利
用者当たり日額500円相当（月額1万円を上限）を給付。

2,200,000 0 2,200,000 0.00%

22 環境福祉課 障がい児等一時預り事業所支援事業

・保護者の入院期間等に児童養護施設に子どもが入所するための経費を全額町で負担する。1
回の申請で７日まで利用可。ただし、更新可能。

761,000 0 761,000 0.00%

23 子ども未来課 感染者等の子ども一時預かり支援事業

・保護者の入院期間等に児童養護施設に子どもが入所するための経費を全額町で負担する。
1回の申請で７日まで利用可。ただし、更新可能。

1,210,000 0 1,210,000 0.00%

24 子ども未来課
新生活様式でのステイホーム時の読み聞
かせ用図書購入のための図書カード配布
事業

・対象児1人につき、図書カード（1,000円分）1枚を簡易書留郵便で配布する。

1,592,000 1,569,763 22,237 98.60%

【10．需用費】
・消耗品費　１，４５６，０００円
【11．役務費】
・通信運搬費　１１３，７６３円

25 子ども未来課 子育て臨時支援金事業

・令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生する子どもに臨時支援金5万円を給付する。
子どもの出生は出生届の提出により出生を確認することになり、今年度事業は3月31日までの
届出分になる。
・対象数としては過去の出生数を参考に今年度中に出生届が提出される数として182人を見込
み、182人に一人50千円として9,100千円の事業費を計上する。出生届は出生から14日以内に
提出されるため、年度末は出生届が翌年度にずれ込む方も想定され、4月1日までに生まれても
届出が翌年度にずれ込む方については、令和3年度予算で対応したい。

9,084,000 8,456,216 627,784 93.09%

【11．役務費】
・通信運搬費　６，２１６円
【19．扶助費】
・子育て臨時支援金　８，４５０，０００円

26 子ども未来課 ひとり親世帯臨時支援金事業

・ひとり親家庭に対し一世帯50千円を支給する。支給対象は、ひとり親医療費助成該当者で、
18歳未満の子どもを扶養している保護者210世帯を見込んでいる。事業費は、210世帯に
50,000円の支援金で、10,500千円を計上する。
・申請に係る手続きとしては、子育て世帯への臨時特別給付金の申請・受給の手続きと同様に
考えており、町から支給対象者に対し、給付金支給に係る通知を送付し、拒否の申し出がなけ
れば町で把握している口座に振り込むことを想定している。

10,416,000 10,415,184 816 99.99%

【11．役務費】
・通信運搬費　１５，１８４円
【19．扶助費】
・ひとり親世帯臨時支援金　１０，４００，０００円
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27

子ども未来課
健康増進課

地域包括支援センター
学校教育課

総務課

和紙マスク備蓄事業

・保育園、幼稚園、学童保育、医療機関、福祉施設、学校及び避難所用として夏季など気温が
高い時でも使用しやすいように「和紙マスク」を備蓄する。

3,700,000 3,696,000 4,000 99.89%

【10．需用費】
子ども未来課
　消耗品費　７３９，２００円
・健康増進課
消耗品費　７３９，２００円

・地域包括支援センター
消耗品費　７３９，２００円

・学校教育課
消耗品費　７３９，２００円

・総務課
消耗品費　７３９，２００円

28 風の子保育園
新型コロナウイルス感染症等予防備品購
入事業①

・保育室内にサーキュレーター（扇風機）を購入する。

115,000 114,114 886 99.23%
【17．備品購入費・保育園施設備品購入費】
・サーキュレーター　１１４，１１４円

29 風の子保育園
新型コロナウイルス感染症等予防備品購
入事業②

・新型コロナウイルス感染防止対策のため非接触体温検知機を購入する。

871,000 871,200 △ 200 100.02%
【17．備品購入費・保育園施設備品購入費】
・非接触式体温検知機　８７１，２００円

30 健康増進課
鳥栖市休日救急医療センター発熱外来
運営事業

・開設期間　令和2年4月27日（月）～5月8日（金）
14：00～17：00　（土日は除く）

（状況を見て最長7月末まで延長する）
　受診方法　　医師が電話応対又は問診し、発熱外来への受診を判断し紹介する。
　その他　　　PCR検査は行わない

531,000 530,899 101 99.98%
【18.負担金補助及び交付金】
・鳥栖市休日救急医療センター発熱外来運営事業負担金

５３０，８９９円

31 健康増進課
不妊治療費用助成事業
（助成期間延期分）

・助成期間の延長：通算5年度→通算6年度

400,000 0 400,000 0.00%

32 健康増進課 妊婦感染防止対策事業

・年間母子手帳交付数　300人×10枚＝3,000枚

・年間母子手帳交付数　300人×1本＝300本 608,000 482,230 125,770 79.31%

【10．需用費】
・消耗品費　４５５，４００円
【11．役務費】
・通信運搬費　２６，８３０円

33 健康増進課 子供のインフルエンザ費用助成事業

・事業期間　令和2年10月1日～令和3年1月31日
接種見込み者数　2,600人×2,000円

5,169,000 4,846,660 322,340 93.76%

【13．委託料】
・個別予防接種医師委託料　４，４４４，０００円
【18．負担金補助及び交付金】
・予防接種補助金　４０２，６６０円

34 健康増進課 非接触体温検知機設置事業

・前に立つだけで体温測定が可能な非接触体温検知機を北茂安保健センターの正面入口に設置
する。

436,000 435,600 400 99.91%
【17．備品購入費・機械器具費】
・非接触式体温検知機　４３５，６００円
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●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施事業一覧　【令和2年度　決算】

予算現額
（A)

（単位：円）

決算額
（B)

（単位：円）

事業
番号

担当課 支援事業名 支援の具体的内容 事業費の主な内訳執行率
（%）

不用額
（A)－（B)

（単位：円）

35 健康増進課 集団健診感染拡大予防対策事業

① ・仮設テントや空調の整備（3密対策）
・サーモグラフィーの使用（発熱者の早期の発見）
・アクリルパーテーションの使用（飛沫感染防止）
・トランシーバー5台（職員同士の会話を最小限、小声にするための対策）

② ・全世帯へチラシの配布を行う。
・対象者へ来場時の注意喚起を行う。
・結果について、郵送する。

③ ・事業期間：令和2年8月6日～  8月12日（三根）
10月6日～10月12日（中原）

・三根と中原の結果説明会の会場に臨時電話回線を設置し、電話での結果説明ができるよう整
備する。

5,930,000 5,656,760 273,240 95.39%

【10．需用費】
・消耗品費　１３８，１２１円
・印刷製本費　２３３，２００円
【11．役務費】
・通信運搬費　７３４，８０５円
【13．委託料】
・集団検診会場感染拡大防止対策設営委託料　４，４８６，２８４円
【17．備品購入費・機械器具費】
・トランシーバー　６４，３５０円

【18．負担金補助及び交付金】
　町内事業所感染防止対策事業補助金
・地域包括支援センター　３，１３３，３４２円
・環境福祉課 　１，５００，０００円
・子ども未来課 　６７０，０００円
・健康増進課 　３，５４４，０００円

37
地域包括

支援センター
敬老祝い金支給事業

・振込先の口座を確認するための往復の通信費

246,000 245,752 248 99.90%

【10．需用費】
・印刷製本費　２２，５５０円
【11．役務費】
・通信運搬費　１３６，３０２円
・振込手数料　８６，９００円

38
地域包括

支援センター
いきいき百歳体操感染予防対策事業

・マスク、消毒液、体温計を購入し感染予防を行い事業を行う。

870,000 869,092 908 99.90%

【10．需用費】
・消耗品費　６０５，０９２円
【17．備品購入費】
・非接触式体温計購入　２６４，０００円

39
地域包括

支援センター
フレイル進行予防事業

・フレイル予防のチラシ、いきいき百歳体操のチラシを75歳以上の世帯に送付する

344,000 343,576 424 99.88%

【10．需用費】
・消耗品費　４６，７７２円
【11．役務費】
・通信運搬費　２７３，５９０円
・パフォーマンスチャージ料　２３，２１４円

40
地域包括

支援センター
介護事業所におけるスマホを活用した
リモート面会支援事業

・スマートフォンの借上に係る経費を計上

1,152,000 1,132,560 19,440 98.31%
【13．使用料及び賃借料】
・スマートフォン借上料　１，１３２，５６０円

41
地域包括

支援センター
みやき町ふれあいサロン感染防止対策支
援委託事業

・ふれあいサロンを再開するにあたり感染予防に必要な物品の購入を１ヶ所当たり５千円を補
助する（社協に委託） 250,000 250,000 0 100.00%

【12．.委託料】
・ふれあいサロン感染防止対策支援事業委託料　２５０，０００円

・対象事業所
医療機関、介護事業所
幼稚園、保育園、障害者（児）事業所

1事業所あたり上限10万円を補助

10,380,000 8,847,34236
健康増進課

地域包括支援センター
子ども未来課
環境福祉課

町内事業所感染防止対策事業 85.23%1,532,658
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●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施事業一覧　【令和2年度　決算】

予算現額
（A)

（単位：円）

決算額
（B)

（単位：円）

事業
番号

担当課 支援事業名 支援の具体的内容 事業費の主な内訳執行率
（%）

不用額
（A)－（B)

（単位：円）

42 まちづくり課 通学支援バス感染予防事業

・通学支援バス利用者でマスクをしていない利用者に対してマスクの配布。
・感染症予防のため、アルコール消毒液を常備。

504,000 484,000 20,000 96.03%
【10．需用費】
・消耗品費　４８４，０００円

43 まちづくり課 雇用調整助成金申請等支援補助金

・雇用調整助成金申請に係る社会福祉労務士等への依頼経費等に対し助成
・１社当たり1回限り上限100千円 408,000 200,000 208,000 49.02%

【18．負担金補助及び交付金】
・雇用調整助成金申請等支援補助金　２００，０００円

44 産業課
（畜産・花き・青果）農業者持続化
支援給付金

・新型コロナウイルスの影響により、任意の一月、連続する任意の3か月平均又は
年間の売り上げが20％以上減少した「畜産、花き、青果」農業者へ支援金を支給す
る 7,000,000 5,600,000 1,400,000 80.00%

【18．負担金補助及び交付金】
・（畜産・花き・青果）農業者持続化支援給付金

５，６００，０００円

45 下水道課 災害時簡易トイレ配布事業

・大雨災害の際、自宅のトイレが使用でず、避難所が集中し「三密」となることを考慮し、感
染防止対策として在宅避難のための災害用簡易トイレセットを配布する 2,086,000 2,073,500 12,500 99.40%

【10．需用費】
・消耗品費　２，０７３，５００円

46 学校教育課
教育施設における新型コロナウイルス
感染防止対策事業

・加湿器の購入

・高機能電解水の購入 9,298,000 9,297,552 448 100.00%

【10．需用費】
・消耗品費　３，９６０，０００円
【17．備品購入費】
・学校施設用加湿器購入費　５，３３７，５５２円

47 学校教育課 感染防止物資配布事業①

・第1次　児童生徒10枚/人を配布する
・第2次（手作り布マスク）

 児童生徒  5枚/人を配布する 7,200,000 6,880,000 320,000 95.56%

【10．需用費】
・消耗品費　８８０，０００円
【13．委託料】
・手作りマスク制作業務委託料　６，０００，０００円

48 学校教育課 感染防止物資配布事業②

・小学校、中学校の各教室等に消毒液lを常時配置する

1,731,000 1,730,520 480 99.97%
【10．需用費】
・消耗品費　１，７３０，５２０円

49 学校教育課 感染防止物資配布事業④
・各小中学校100枚づつ配布する（医療用フェイスシールド）

385,000 385,000 0 100.00%
【10．需用費】
・消耗品費　３８５，０００円

50 学校教育課 感染防止物資配布事業⑤
・各小中学校に医療用として配布する（医療用手袋）

200,000 17,248 182,752 8.62%
【10．需用費】
・消耗品費　１７，２４８円

51 学校教育課
教育施設における新型コロナウイルス
感染防止対策事業①

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、学校教室内及び体育館の換気を促進するサー
キュレーターの整備。 1,247,000 1,246,272 728 99.94%

【17．備品購入費】
・サーキュレーター、大型扇風機購入　１，２４６，２７２円

52 学校教育課
教育施設における新型コロナウイルス
感染防止対策事業②

・学校の教室内にウイルス等を抑制する機能付きの空気清浄機を整備。

4,822,000 4,783,228 38,772 99.20%
【17．備品購入費】
・空気清浄機購入　４，７８３，２２８円

53 学校教育課
教育施設における新型コロナウイルス
感染防止対策事業③

・新型コロナウイルス等の感染リスク軽減のために非接触型ゴミ箱を保健室と職員室に整備。
143,000 86,240 56,760 60.31%

【17．備品購入費】
・非接触型ゴミ箱購入　８６，２４０円

54 学校教育課
教育施設における新型コロナウイルス
感染防止対策事業④

・口元が見える授業用として、小中学校100枚づつ配布する（マウスシールド）
89,000 88,550 450 99.49%

【10．需用費】
・消耗品費　８８，５５０円

55 学校教育課
教育施設における新型コロナウイルス
感染防止対策事業⑤

・児童生徒のフッ化物洗口用に紙コップを50個/人配布する。
316,000 239,580 76,420 75.82%

【10．需用費】
・消耗品費　２３９，５８０円
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●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施事業一覧　【令和2年度　決算】

予算現額
（A)

（単位：円）

決算額
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（単位：円）

56 学校教育課
教育施設における新型コロナウイルス
感染防止対策事業⑥

・計画している修学旅行費用のキャンセル料を補助する。

883,000 882,220 780 99.91%
【18．負担金補助及び交付金】
・修学旅行キャンセル料補助金　８８２，２２０円

57 学校教育課
GIGAスクール構想における学習用端末整
備事業①

・児童生徒一人一台端末の整備を進めるため学習用端末（タブレットPC）と臨時休業時にイ
ンターネット環境がない家庭に貸与可能なWi－Fiルーターを計上。

2,261,000 2,260,500 500 99.98%

【13．使用料及び賃借料】
・モバイルルーター借上料　４８７，３００円
【17．備品購入費】
・ソフトウェア購入　１，７７３，２００円

58 学校教育課
GIGAスクール構想における学習用端末整
備事業②

・サーバー更新に合わせ、校内にあるスイッチやメディアコンバーターなど１０ギガ対応の機
器類等を整備する。
　（保守経費、工事費及びR2年度中のリース代）

45,546,000 45,046,980 499,020 98.90%

【12．委託料】
・教育情報通信機器等保守委託料　１，０８９，０００円
【13．使用料及び賃借料】
・教育情報通信機器等借上料　５，４５７，９８０円
【14．工事費】
・教育情報通信機器等整備工事　３８，５００，０００円

59 学校教育課
GIGAスクール構想における学習用端末整
備事業③

・端末増設に伴い、小スペースで保管しながら充電できるキャビネットの整備。

4,000,000 3,273,600 726,400 81.84%
【17．備品購入費】
・学習用端末充電保管庫購入　３，２７３，６００円

60

総務課
学校教育課
社会教育課
企画調整課

感染防止物資配布事業③

　非接触式体温計の購入
・各課毎に設置
・各小中学校の教室に設置
・各施設毎に設置

3,100,000 3,099,360 640 99.98%

【17．備品購入費】
・総務課
非接触式体温計購入　３００，９６０円
非接触式体温計購入　２６４，０００円

・企画調整課
非接触式体温検知機購入　１，７４２，４００円

・学校教育課
非接触式体温計購入　５２８，０００円

・社会教育課
非接触式体温計購入　１４２，５６０円
非接触式体温計購入　１２１，４４０円

61 社会教育課 公共図書館図書消毒機購入事業

・感染防止のため、蔵書の貸出や閲覧された図書の滅菌消毒を行う機器を購入する。

4,537,000 4,536,356 644 99.99%

【10．需用費】
・消耗品費　９９４，３５６円
【17．備品購入費】
・図書消毒器購入　３，５４２，０００円

62 社会教育課 図書館パワーアップ事業

・町内図書館の蔵書の購入。

10,000,000 10,000,070 △ 70 100.00%
【17．備品購入費】
・図書購入費　１０，０００，０７０円

63
社会教育課

子ども未来課
公共施設感染防止設備改良事業

・施設使用時の換気を行うために網戸未設置箇所への網戸の設置及び図書館閲覧机（長机）の
個別机への設置替えを行う。
・４児童クラブ及び児童館の施設使用時の換気を行うため網戸の設置取替を行う。

6,669,000 6,657,695 11,305 99.83%

【14．工事費】
・社会教育課
北茂安体育館施設改善工事　９３５，０００円
農村環境改善センター施設改善工事　８２５，０００円
働く婦人の家施設改善工事　６６０，０００円
中原体育館施設改善工事　５７２，０００円
三根体育館施設改善工事　２９７，０００円
勤労青少年ホーム施設改善工事７３７，０００円
コミュニティセンター施設改善工事　１，２８７，０００円

・子ども未来課
放課後児童クラブ児童館網戸設置取替工事　４１４，２０５円

【17．備品購入費】
・社会教育課
机、椅子購入　９３０，４９０円

64 社会教育課 社会体育屋内施設送風機購入事業

・施設使用時の換気を行うための大型扇風機を購入する。

294,000 289,014 4,986 98.30%
【17．備品購入費】
・送風機購入　２８９，０１４円
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●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施事業一覧　【令和2年度　決算】

予算現額
（A)

（単位：円）

決算額
（B)

（単位：円）

事業
番号

担当課 支援事業名 支援の具体的内容 事業費の主な内訳執行率
（%）

不用額
（A)－（B)

（単位：円）

64 事業 406,256,000 389,189,553 17,066,447 95.80%

国1号補正

国2号補正

計（X)

国庫補助裏追加交付分（D)

地方単独追加交付分（E）

追加交付計（Y）

再合計（X)+（Y)

令和2年度受入額
（X)+(Y)-(I)＝（D)+(F)+(H)

繰越明許
臨時交付金
予算額（I)

48,000,000

441,395,000

438,479,000

129,773,000

308,706,000

2,916,000

1,603,000

R2年度
臨時交付金

充当額
（X)+（E)-（H)
-（I）＝（F)

合　計

ふるさと寄付金
充当額
（G)

予備費対応分
（H)

393,395,000

財源内訳

4,828,000

1,935,553

387,254,000

1,313,000
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