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令和3年度 宇美町新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金事業まとめ

令和3年度に国より交付された「新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金」を
充当し、感染症関連の各種対応事業を次のとおり29事業実施いたしました。

事業費見込
（国庫・県補助）

千円
6月5月4月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

14,955

73,951

事業費合計額
事業者への支援や地域経済の活性化関係事業者への支援や地域経済の活性化関係

キャッシュレス決済推進事業
・電子マネーのポイント還元を活用し、新型コロナウイルス感染症により影響を受け

た町内における消費を喚起するとともに、店舗等における電子マネー決済の導入を

促し、感染防止を図るため、町がキャンペーンを実施し、ポイント還元分を負担す

るもの。

・事業支援業務委託料（キャンペーンポイント還元費用＋プロモーション費用＋

システム導入費用＋運営費）、事務費

・第1弾：町内PayPay加入店舗 65,360,000円（9月）

第2弾：町内PayPay加入飲食店・食料品店への支払い分 8,591,000円（1月～2月）

宇美町交通事業者事業継続応援金給付事業
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言等に伴う不要不急

の外出・移動の自粛により、大きな影響を受けている町内交通事業者の事業

継続を支援するため、応援金を給付するもの。

・事業継続応援金、郵便料、振込手数料

・事業継続応援金：バス会社（3社）2,850,000円、

タクシー会社個人（39社）880,000円、

法人（2社）900,000円、

郵便料：5,000円、振込手数料：5,000円

実施期間

プレミアム付き地域商品券発行事業
・本事業の販売額の増額及びプレミアム率の増率を行い、町内での購買

活動を高めるもの。

・商品券利用期間 令和３年８月～令和4年1月末

・プレミアム付き商品券発行事業補助金（プレミアム分の50%）

実施期間

120,093（千円）

実施期間

実施期間

宇美町事業継続支援金給付事業
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言等に伴い、飲食店の

営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により、大きな影響を受け、売上

の減少が生じている町内事業者の事業継続を支援するため、国の月次支援金、

福岡県中小企業者等月次支援金又は福岡県感染拡大防止協力金の給付を受けた

者に対し、宇美町事業継続支援給付金を給付するもの。

・周知チラシ印刷製本費、郵便料、振込手数料、

周知チラシ配布業務委託料、事業継続支援金

４事業

実施期間



事業費見込
（国庫・県補助）

千円
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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学校教育課

学校教育課

7,687

学校教育課

424

学校教育課

9,680
(2,212)

学校教育課

事業費合計額
事業者への支援や地域経済の活性化関係小中学校等における感染防止対策関係

実施期間

学校ＩＣＴ推進事業
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において学校や家庭での切れ目ない

学習環境を提供するため、GIGAスクール構想の早期実現を目指して、ICT

機器の環境整備に合わせ、ICT支援員を派遣してICT活用の推進を図るもの。

・ICT支援員派遣業務委託料11,748,000円

学習支援員及びスクール・サポート・スタッフ配置事業
・町内小中学校において、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しつつ児童

生徒の学びの保障を行うために学習支援員及びスクール・サポート・スタ

ッフを配置するもの。

・会計年度任用職員報酬9,431,000円、労災保険29,000円、

通勤費414,000円

遠隔・オンライン学習の環境整備事業
・小中学校の特別支援教室に大型液晶テレビを設置し、校内デジタル放送に

対応することで児童生徒が密集する機会の回避を図るとともに、情報機器端

末等と連動させ、画像や映像を映し出すことで、切れ目ない学習環境を提供

するもの。

学校保健特別対策事業費補助金
・小学校における感染症拡大防止として消毒液等の消耗品を整備するもの。

消耗品費（消毒液、石鹸、洗剤等）

42,650（千円）

実施期間

実施期間

実施期間

公共的空間安全・安心確保事業（小学校給食）
・小学校給食配膳時に給食当番が密になることや児童が食缶に触れる回数を軽減

させるため、台車等を整備し衛生的な給食の配膳作業を行うもの。

・学校整備工事請負費（配膳棚撤去費）742,000円

給食備品購入費（運搬台車・配膳台）6,945,000円

実施期間

新型コロナウイルス感染症対策消耗品等購入事業

（中学校施設）
・中学校における感染症拡大防止として消毒液等の消耗品を整備するもの。

実施期間

学校保健特別対策事業費補助金
・学校における新型コロナウイルス感染防止を徹底するため、放課後等において

トイレや手洗い場等の共用部分の消毒作業を行うもの。

・消毒業務委託料

実施期間

７事業
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事業費見込
（国庫・県補助）

千円

事業費合計額

事業者への支援や地域経済の活性化関係住民生活の支援関係

実施期間

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（上乗せ分）
・養育者の年収が960万円以上であることが理由で、子育て世帯への臨時

特別給付の対象外となった世帯に対し、給付金10万円／人を給付

するもの。

・100,000円×178人、事務費42,000円

子安のまち出産子育て応援給付金給付事業
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で、不安を抱えながら出産を

迎えられた子育て世帯を応援するため、国の特別定額給付金の対象外

となる令和2年4月28日以降令和3年4月1日までに生まれた子どもで

令和3年4月1日から同年4月15日の申請期限（他区市町村で出生届

を提出した場合は4月30日まで）中に宇美町住民基本台帳に記載の

ある者に対し、10万円／人を給付するもの。

69,655（千円）

実施期間

上水道基本料金の減免による住民生活・地域経済支援事業
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各世帯の家計負担および事業者の経費

負担を軽減するため、３か月分の上水道料金の基本料金を減免するもの。

（上水道未使用世帯及び事業所へは減免相当額分のごみ袋を支給。）

・上水道事業会計繰出金51,301,420円、ごみ袋郵送代208,000円

実施期間

実施期間

新型コロナウイルス感染症自宅療養者等買物代行事業
・新型コロナウイルスに感染した者又は保健所等から自宅待機を指示された

濃厚接触者のうち、親族や知人などから支援を受けられない者が、自宅内

での生活を安心して継続できるよう、生活必需品等の購入を代行するもの。

・申請件数0件

４事業



事業費見込
（国庫・県補助）

千円
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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管財課

危機管理課
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11,351

こどもみらい課

3,221

税務課

444

411

378

事業費合計額
事業者への支援や地域経済の活性化関係町内の感染防止対策関係

実施期間

スマートフォン講座実施事業
・新型コロナウイルス感染症の拡大により求められる「新しい生活様式」において、

行政及び民間サービスのデジタル化が一層加速していくことが見込まれるため、

町民を対象にスマートフォン講座を実施するもの。

・講師謝礼金520,000円、消耗品費84,000円

新型コロナウイルス感染防止施設環境対策事業（役場庁舎等）
・役場庁舎内の抗ウイルス対策として、感染防止対策備品等購入、無光触媒の

噴霧および、塗布作業を行うもの。

・無光触媒コーティング業務委託料1,144,000円

感染防止対策備品購入費63,000円

避難所環境および資器材収納倉庫整備事業
・避難所での感染防止となるための資器材を整えるとともに、これらの大量の資

器材の搬出及び収納時に倉庫内で効率よく少人数で作業を行い感染防止を図

るため、バッテリーフォークリフトやその他関連資機材を購入するもの。

・機械器具費3,663,000円、防災備品費6,540,000円、

消耗品費１,148,000円

新型コロナウイルス感染症対策消耗品等購入事業（社会教育施設等）
・社会教育施設等における感染症拡大防止として消毒液等の消耗品を整備するもの。

新型コロナウイルス感染症対策消耗品等購入事業

（こども教育総合支援センター及び町立保育園）
・こども教育総合支援センター及び町立保育園における感染症拡大防止

として消毒液等の消耗品を整備するもの。

28,268（千円）

新型コロナウイルス感染防止施設環境対策事業（役場本庁舎）
・役場庁舎内や福祉施設内及び健診における感染症拡大防止として消毒液等の

消耗品を整備するもの。

実施期間

実施期間

実施期間

実施期間

確定申告会場感染防止対策事業
・確定申告時における来庁者の密の状態を回避するため、申請を予約制とし、

この予約を受け付けるコールセンター業務を委託するとともに、予約制の

周知、会場の感染防止のための消耗品を整備するもの。

実施期間

実施期間

１４事業



3,045

事業費見込
（国庫・県補助）

千円
5月 6月

こどもみらい課
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1,650

新しい生活様式における契約入札関連システム運用事業
・役場本庁舎の感染防止対策として、契約入札事務における他社との接触機会

を最低限に抑えた契約入札関連システムの運用に資するもの。

疾病予防対策事業費等補助金

（マイナンバー情報連携体制整備事業）
・感染症を予防するために定期予防接種の未接種者対策をするもの。

・マイナンバー情報連携構築業務委託システム改修費

・令和3年度ロタウイルスワクチンに係るマイナンバー情報連携体制

整備事業費補助金の基準額から補助対象とならない1/3へ交付され

るもの。

町内医療機関等の新型コロナウイルス感染症

検査キット確保事業
・町内医療機関等に抗原検査キットを配付する事業。エッセンシャルワーカー

を対象に早期の検査を実施することで町民への医療提供体制を維持すると

ともに、社会機能を維持するもの。

実施期間

実施期間

実施期間

疾病予防対策事業費等補助金

（健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業）
・感染症対策として接触機会減少のためのデジタル化を促進するため、個人が

マイナポータルを通じて健（検）診情報を閲覧できるようにするために必要

なシステム改修を行うもの。

・システム作業費用

令和3年度健（検）診結果等の様式の標準化整備事業費補助金の内示があった

補助対象事業費のうち補助対象とならない1/2へ交付されるもの。

実施期間

疾病予防対策事業費等補助金

（健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業）
・個人がマイナポータルを通じて健（検）診情報を閲覧するために必要な

システム改修を行うもの。

・健（検）診情報連携システム整備業務委託料

・システム作業費用

令和3年度健（検）診情報連携システム整備事業補助金の内示があった

補助対象事業費のうち補助対象とならない1/3へ交付されるもの。

実施期間

介護保険事業費補助金

（介護報酬改定等に伴うシステム改修事業に限る）
・データ標準レイアウト改訂版対応に伴い必要なシステム改修を行うもの。

・電算システム保守等委託料

実施期間



1,729

住民課

事業費見込
（国庫・県補助）

千円
4月 5月 6月 7月 8月 2月 3月9月 10月 11月 12月 1月

宇美町長及び宇美町議会議員一般選挙における

新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業
・オミクロン株感染の急拡大を受け、期日前投票所が密となることを回避するため、

通常使用している期日前投票所よりも広い「宇美町立武道館」を会場とすること

に伴い、会場の変更を周知広報するためのチラシ配布業務を委託するほか、期日

前投票所周辺の安全を確保するため、交通誘導業務を委託するとともに、選挙事

務に従事する職員が感染した場合においても、選挙の執行を継続するため、選挙

事務の一部を委託するもの。

実施期間



事業者への支援や地域経済の活性化関事業者への支援や地域経済の活性化関係

事業者への支援や地域経済の活性化関住民生活の支援関係

事業者への支援や地域経済の活性化関小中学校等における感染防止対策関係

事業者への支援や地域経済の活性化関町内の感染防止対策関係

事業費合計額

28,268（千円）

69,655（千円）

120,093（千円）

260,666（千円）事 業 費 合 計

令和３年度臨時交付金配分額 234,858（千円）
※令和３年度臨時交付金配分額は全て上記の

事業費に充当しています。

その他の国庫補助金

および県補助金額 3,351（千円）

町単独費 22,457（千円）

42,650（千円）

14事業

4事業

7事業

4事業

29事業


