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●令和3年度　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

1 総務課 公共施設感染防止対策物品購入事業

・自動手指消毒器の購入
・会議室における卓上パーテーションの購入
・各種事業参加者等で発熱者対応分抗原検査キットの購入
・職場内消毒用、感染防止用資機材の購入

7,798,000 7,795,832 2,168 99.97%

【10．需用費】
・消耗品費　7,512,670円
【17．備品購入費】
・感染拡大防止用備品購入費　283,162円

2 総務課 避難所運営用物資購入事業

・各校区の拠点施設に倉庫を購入設置
・避難所用段ボール間仕切りの購入備蓄
・避難所備蓄用寝具の購入備蓄
・発熱した避難者用の抗原検査キットの購入備蓄

4,719,000 4,371,224 347,776 92.63%

【10．需用費】
・消耗品費　1,423,224円
【17．備品購入費】
・感染拡大防止用備品購入費　2,948,000円

3 産業支援課 みやき町応援クーポン券事業

　世帯の家計に対する支援と消費喚起による町内商工業者への支援に資するた
めに、クーポン券を配布する

・町民1人あたり3,000円（500円×6枚）のクーポン券を配布

86,513,000 86,507,531 5,469 99.99%

【1．報酬】
・会計年度任用職員報酬　1,286,543円
【4．共済費】
・社会保険料　211,315円
【8．旅費】
・費用弁償　19,600円
【10．需用費】
・消耗品費　44,865円
・印刷製本費　106,854円
【11．役務費】
・通信運搬費　5,314,177円
【12．委託料】
・みやき町応援クーポン券事業業務委託料　3,904,177円
【18．負担金補助及び交付金】
・みやき町応援クーポン券事業補助金　75,620,000円

4 産業支援課 みやき町テイクアウトクーポン券事業

　新型コロナウイルス感染症の拡大により著しい影響を受けながら、withコロ
ナに向けテイクアウトに取り組む飲食店の支援を行うため、テイクアウト専用
のクーポン券を配布する
・町民1人あたり500円（500円×1枚）のテイクアウト専用クーポン券を配布

11,183,000 11,182,494 506 100.00%

【12．委託料】
・みやき町テイクアウトクーポン券事業業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　390,994円
【18．負担既補助及び交付金】
・みやき町テイクアウトクーポン券事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,791,500円

5 産業支援課 みやき町コロナ対策経営支援事業

　令和3年3月から6月のいずれかの月の売上が、前年又は前々年同月比で20%
以上減少している町内事業者に対し、一律 5万円の支援金を支給する。

（条件）
　・町内に事業所を有すること
　・「第2次佐賀型中小事業者応援金」の交付を受けていること

7,590,000 7,587,171 2,829 99.96%

【1．報酬】
・会計年度任用職員報酬　1,263,014円
【4．共済費】
・社会保険料　217,345円
【8．旅費】
・費用弁償　46,648円
【11．役務費】
・通信運搬費　10,164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　6,050,000円

事業
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●令和3年度　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
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6 総合政策課
小売販売事業者及び農家支援簡易販売
所整備運営事業

・新型コロナ感染症の影響を受けた小売事業者及び専業農家等の経営悪化を防
止することを目的として「メディカルコミュニティセンター」に物販店舗（ア
ンテナショップ）を整備し、小売事業者及び農業者から持ち込まれた商品等の
販売を行う

61,960,000 58,135,000 3,825,000 93.83%

【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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,135,000円

7 情報未来課 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】
・第1子、第2子に対して行う給食費の半額上乗せ補助を行う 41,655,000 41,655,000 0 100.00%

【27．繰出金】
・ふるさと寄付金基金特別会計繰出金　41,655,000円

8 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、企画調整課、財政課、秘書公室、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、メディカルコミュニティ推進室、風の子保育
園、産業課、学校教育課、社会教育課
※対象13課及び室の対象事業に係る時間外勤務手当

3,000,000 2,918,231 81,769 97.27%
【職員手当】
・時間外勤務手当　2,918,231円

9
地域包括

支援センター
在宅介護慰労金給付事業

　要介護３～要介護５を在宅で介護されている世帯に慰労金を支給する

・対象世帯に慰労金５０，０００円を支給する。
6,221,000 5,971,000 250,000 95.98%

【11．役務費】
・通信運搬費　21,000円
【19．扶助費】
・在宅介護慰労金　5,950,000円

10
地域包括

支援センター
町内事業所感染防止対策事業
　　　　　　　　（介護事業所等）

　介護事業所において新型コロナウイルス感染防止のための備品や衛生用品購
入を補助する

・補助金の交付　1事業所当たり100,000円

5,009,000 4,806,400 202,600 95.96%

【11．役務費】
・通信運搬費　8,400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　4,798,000円

11
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

　スマホを利用してリモート面会を行うため介護事業所にスマートフォン貸出
を行いリモート面会を支援する

・スマートフォン貸出

668,000 667,920 80 99.99%
【13．使用料及び賃借料】
・スマートフォン借上料　667,920円

12
地域包括

支援センター
ふれあいサロン新型コロナウイルス感
染防止対策支援委託事業

　ふれあいサロンを開催するにあたり感染予防をするために必要な物品の購入
を1ヶ所当たり10,000円を補助する

・10,000円×50ヶ所＝500,000円

500,000 500,000 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　500,000円

13
地域包括

支援センター
敬老祝金支給事業

　地区公民館等で手渡ししている敬老祝金を新型コロナウイルス感染防止のた
め口座振込で支給する

・敬老祝金対象者の口座調査
・祝金の口座振込

271,000 265,286 5,714 97.89%

【10．需用費】
・消耗品費　2,420円
・印刷製本費　28,400円
【11．役務費】
・通信運搬費　142,946円
・口座振込手数料　91,520円
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●令和3年度　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

事業
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支援の具体的内容

決算額
（B)

（単位：円）

予算現額
（A)

（単位：円）

14
地域包括

支援センター
地域包括支援センター感染防止対策事
業

・受付窓口、相談室のパーテーション設置、相談室等消毒用液剤購入
・ソーシャルディスタンス、感染防止等を呼びかけや周知するためのパネル作
成

305,000 284,528 20,472 93.29%

【10．需用費】
・消耗品費　208,452円
【17．備品購入費】
・感染拡大防止用備品購入費　76,076円

15
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

　各地区での健康増進及びフレイル予防で実施しているいきいき百歳体操に参
加している住民の手指や使用する物品の消毒を行う

・衛生用品の購入

108,000 107,087 913 99.15%
【10．需用費】
・消耗品費　107,087円

16 風の子保育園 消毒・清掃用消耗品購入事業 ・保育室等の消毒・清掃等を行うための消耗品の購入 225,000 224,234 766 99.66%
【10．需用費】
・消耗品費　224,234円

17 環境福祉課
町内事業所感染防止対策事業
　　　　　　（障害福祉事業所等）

　障害福祉事業所において新型コロナウイルス感染防止のための備品や衛生用
品等の購入を補助する

・1事業所あたり10万円を補助

1,700,000 1,700,000 0 100.00%
【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　1,700,000円

18 環境福祉課
障がい児等一時預り事業所支援事業補
助金

・個人負担分補助
・受入れ施設の施設改修や感染防止等の経費を補助 761,000 0 761,000 0.00%

19 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%

20 子ども未来課
町内事業所感染防止対策事業
　　　　　　　　（保育事業所等）

　幼稚園、保育園、認定こども園及び子育て支援拠点施設において新型コロナ
ウイルス感染防止のための備品や衛生用品等の購入を補助する

・1事業所あたり10万円を補助

1,097,000 1,097,000 0 100.00%
【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　1,097,000円

21 子ども未来課
幼稚園・保育施設等網戸設置事業補助
事業

　幼稚園・保育施設等で換気用網戸の設置又は改修・張替等の補助を行う

・1施設当たり200,000円を上限に改修費を補助
369,000 368,146 854 99.77%

【18．負担金補助及び交付金】
・幼稚園・保育施設等網戸設置事業補助金　368,146円
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事業
番号 担当課 支援事業名 備　　考

執行率
（%）

不用額
（A)－（B)

（単位：円）
支援の具体的内容

決算額
（B)

（単位：円）

予算現額
（A)

（単位：円）

22 健康増進課 子供のインフルエンザ費用助成事業
・現在みやき町独自で行っている子どものインフルエンザ費用助成1,500円に
500円を上乗せし助成する。 5,600,000 3,725,500 1,874,500 66.53%

【12．委託料】
・個別予防接種医師委託料　3,310,000円
【18．負担既補助及び交付金】
・予防接種補助金　415,500円

23 健康増進課
町内事業所感染防止対策事業
　　　　　　　　　（医療機関等）

　医療機関、歯科医院及び整骨院等において新型コロナウイルス感染防止のた
めの備品や衛生用品購入を補助する

・1事業所あたり10万円を補助

3,800,000 3,527,000 273,000 92.82%
【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　3,527,000円

24
メディカルコ

ミュニティ推進
室

メディカルコミュニティセンター感染
防止備品整備事業

　新型コロナウイルス感染拡大防止策として、メディカルコミュニティセン
ターに備品や衛生用品等を整備

・券売機、消毒液自動噴射器、消毒液設置台、パーテーション等の感染拡大防
止関連備品購入

6,521,000 6,518,538 2,462 99.96%

【10．需用費】
・消耗品費　230,602円
【17．備品購入費】
・感染拡大防止用備品購入費　6,287,936円

25 農林課 みやき町農業者持続化支援給付金事業

【畜産・花き・青果】
・令和３年１月～１１月までの、任意の１ヶ月または、連続する３ヶ月、１年
間のいずれかの売り上げが、前年又は前々年の同時期と比較して20％以上減少
している農業者に対し、一律10万円の支援金を支給する。
【米】
・令和３年の営農計画書提出者に主食用米の作付の実績面積に対し種子購入費
相当分の補助として1,000円/10a（a未満切捨て）の支援金を支給する。

15,339,000 15,338,700 300 100.00%
【18．負担金補助及び交付金】
・農業者持続化支援給付金　15,338,700円

26 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

・パルスオキシメーターの購入
・血圧計の購入
・全自動高圧蒸気滅菌機の購入
・聴診器、非接触型体温計、診察台の購入
・ソファーベッド、アコーディオン衝立の購入

2,904,000 2,903,505 495 99.98%
【17．備品購入費】
・感染拡大防止用備品購入費　2,903,505円

27 学校教育課
小・中学校修学旅行キャンセル料助成
事業

・修学旅行キャンセル料補助 973,000 972,020 980 99.90%
【18．負担金補助及び交付金】
・修学旅行キャンセル料補助金　972,020円

28 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

　GIGAスクール構想における一人一台端末を補助事業で対応できなかった分
や児童生徒の増加分等を購入
・学習支援ソフトライセンス購入
・タブレット端末を購入し学校へ配布

7,973,000 7,972,140 860 99.99%

【13．使用料及び賃借料】
・ソフトウェア使用料　3,008,940円
【17．備品購入費】
・校具備品費　4,963,200円
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事業
番号 担当課 支援事業名 備　　考

執行率
（%）

不用額
（A)－（B)

（単位：円）
支援の具体的内容

決算額
（B)

（単位：円）

予算現額
（A)

（単位：円）

29 学校教育課 学校用感染防止物資事業

・不織布マスクの購入、学校への配布
・手指消毒用の消毒液の購入、学校への配布
・施設消毒用の消毒液、プラスチック手袋、キッチンペーパー、ゴミ袋の購
入、学校への配布
・泡石けんの購入、学校への配布
・防護エプロンの購入、学校への配布
・パーテーションの購入、学校への配布
・ウェブカメラの購入、学校への配布
・サーキュレーター、空気清浄機を購入、学校への配布
・接触型体温計の購入、学校への配布

4,946,000 4,919,666 26,334 99.47%

【10．需用費】
・消耗品費　4,031,306円
【17．備品購入費】
・感染拡大防止用備品購入費　888,360円

30 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及び昨年度購入した蔵書（1,000万円分）と今回購
入する蔵書（450万円分）の収納棚を購入する 6,000,000 5,995,550 4,450 99.93%

【17．備品購入費】
・図書購入費　4,500,000円
・感染拡大防止用備品購入費　1,495,550円

31 社会教育課
社会体育施設利用者感染防止対策備品
購入事業

・町内の社会体育施設で、唯一、券売機を使用していない北茂安B＆G海洋セ
ンターの使用料徴収を現金授受で行っているため、施設利用者への釣り銭受け
渡しを行わないよう券売機の導入を行い感染防止に努める

1,540,000 1,540,000 0 100.00%
【17．備品購入費】
・感染拡大防止用備品購入費　1,540,000円

事業 298,458,000 289,556,703 8,901,297

構成割合

　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 226,420,000 78.20%

　ふるさと寄付金基金特別会計繰入金 63,136,703 21.80%

合　　計 289,556,703 100.00%

財源内訳

合　計 31
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