
令和２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
（千円）

国庫補助額 交付対象経費 一般財源等

372,490 10,643 361,682 165 

1 マスク・消毒液等の確保 単
市の事業及び公共施設等における新型コ
ロナウイルス感染症感染拡大防止を図る
ため、マスクや消毒液等を確保する

10,611 10,611 

マスクや消毒液、次亜塩素酸水精製機の確
保により、適切な感染防止対策及び感染症
の長期化も見据えた公共施設の環境整備が
図られた。

2
避難所における感染症拡大
防止対策

単

災害時の指定避難所（50箇所）における
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止
を図るため、マスクや消毒液等消耗品及
びパーテーション等備品を確保する

22,680 22,515 165 
マスクや消毒液、パーティション等の確保に
より、避難所の感染対策が整い、避難者の方
が安心して過ごせる環境整備が図られた。

3 小中学校授業再開対策 単
公立小中学校の休業措置終了後の授業
再開対策として、マスク、消毒液及び体温
計等を確保する

13,309 13,309 

公立小中学校の休業措置終了後の授業再
開対策として、マスク、消毒液及び体温計等
を確保することにより、感染予防が図られ、円
滑な授業再開に繋がった。

4
GIGAスクール構想における
児童・生徒１人１台タブレット
端末導入

単
児童・生徒１人１台のタブレット端末を早
期に導入し、全ての子どもたちに学びを
保障できる環境を早急に実現する

252,738 252,738 

国のGIGAスクール構想の前倒しの端末整備
となったが、児童・生徒１人１台のタブレット端
末を全台導入し、子どもたちの学びを保障で
きる環境を確保することができた。

5
GIGAスクール構想における
生徒１人１台タブレット端末
導入

単
大隈城山校生徒１人１台のタブレット端末
を早期に導入し、全ての子どもたちに学
びを保障できる環境を早急に実現する

19,482 19,482 

学校が臨時休業となった際、家庭学習を円滑
に進めるための準備を整えることができた。
また、今回の整備によりICTの活用が図ら
れ、生徒の学びの質の向上に寄与している。

6
保育所等代替イベント支援
事業補助金

単
保育園等行事中止に伴う新たな試みに対
して支援する

2,627 2,627 

補助金を交付することにより、保護者参加型
の行事ができなくなった行事等撮影し、DVD
にして配布する等工夫して園活動を行うこと
ができた。

7 学童保育所環境改善整備 単

新型コロナウイルスの感染予防対策の一
環として、利用教室を分散することで不足
する座卓や空調など環境改善を行い、３
密を回避する

6,427 6,427 
空き教室への空調機設置等の環境改善を行
い、利用教室の分散を図り、３密を回避する
環境整備をすることができた。

8 学校支援相談員の配置 単
登校不安が解消しない児童・生徒を対象
に学校の不登校対策の支援として、要請
に応じ家庭訪問を実施する

1,201 1,201 

新型コロナウイルス感染症による登校不安な
どに対し、専門相談員が家庭訪問すること
で、お子さんの状況確認や市の支援事業の
紹介など、不安解消のための支援を行うこと
ができた。

9 妊婦応援グッズの給付 単
妊婦に対し消毒液やマスク等感染症予防
対策グッズを給付することにより、出産に
向けた妊婦の不安低減を図る

1,351 1,351 

妊婦に対し、感染症対策グッズを配付したこ
とで、妊婦が出産に向けて安心して生活がで
きるようにすることにつながり、また、併せて
感染症対策についての意識を高めるための
啓発となった。

10
修学旅行に係る感染症対策
支援

単
公立小中学校修学旅行に係る密防止対
策による追加費用及びキャンセル料等の
負担軽減を図る

6,167 6,167 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
の対策等を講じたことにより生じた経費等に
ついて、保護者の負担軽減が図られた。

11 小中学校感染症予防対策 単

公立小中学校の学校生活における児童
及び教職員等の新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、校内用品の消毒用消
毒液等を購入する

283 283 
公立小中学校において、校内用品の消毒用
消毒液等を購入し、消毒することにより、校内
の感染予防が図られた。

12
図書館の感染症拡大防止対
策

単
多くの人が訪れる公立図書館で、本を媒
介して感染が拡大することを防止するた
め、本の消毒を行う除菌機を導入する

3,445 3,445 

非接触型体温計で来館者に検温にご協力い
ただき、発熱症状のある方には利用を控えて
いただくことと併せて、多くの人が触れる本を
こまめに消毒することで、感染が拡大すること
がない安心できる環境整備と感染症拡大防
止が図られた。

13
公立学校情報機器整備費補
助金

補
情報教育の支援としてGIGAスクールサ
ポーターを配置する

1,530 764 766 
公立小中学校における情報教育の支援及び
国のGIGAスクール構想に対応する業務を担
い、学校のＩＣＴ推進を図ることができた。

14
学校保健特別対策事業費補
助金

補
公立小中学校の学校生活における児童・
生徒の新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、マスクを購入する

939 469 470 
公立小中学校において、マスクを購入するこ
とにより、校内の感染予防が図られた。

15
学校保健特別対策事業費補
助金

補

学校再開に伴う感染症対策・学習保障等
に係る支援事業として、電子黒板を購入
し、新たな時代にふさわしい教育を実現す
る

18,821 9,410 9,411 
電子黒板を導入することにより、感染対策の
徹底を図りながら教育活動を継続できる環境
を確保することができた。

16 確定申告事務補助員 単
確定申告時における密防止のために、職
員を増員して対応する

1,639 1,639 

来場時の検温、こまめな消毒、密にならない
誘導等を行い、安心して申告相談を受けるこ
とができる環境整備と感染症予防が図られ
た。

17
社会体育施設予約管理シス
テム導入

単
社会体育施設の予約管理システムを導
入し、予約手続きのオンライン化を進める

2,658 2,658 
対面での予約を減らすことで、接触機会を減
少することができ、感染拡大防止に寄与し
た。

18 AI体温検知カメラ導入 単
施設入口に設置し、検温及びマスクの着
用等を徹底する

6,582 6,582 

施設に設置し来所者自ら検温してもらうこと
で、自らの状態を確認でき、また施設管理者
としても来所者の健康状態を把握することが
でき、コロナ感染症拡大予防が図られた。

401,644 - 401,644 - 

19
かまし活力商品券発行事業
補助金

単

市内の消費を喚起し、地域経済の活性化
を図るため、市商工会議所及び市商工会
が発行するプレミアム率３０％の地域商
品券（1冊13,000円分の商品券を10,000円
で販売）のプレミアム分を補助する

27,863 27,863 
市内の消費が十分に喚起され、事業者の支
援に繋がった。また、生活者への支援にも繋
がり、市内経済の活性化が図られた。

20 商品券配布事業 単

低迷する消費を喚起するため、商品券を
配布し消費の回復を図る。また、マイナン
バーを取得した方には電子ポイントでの
上乗せを行い、キャッシュレス化を推進す
る

373,781 373,781 

市内の消費が十分に喚起され、市内事業者
の支援により市内経済の活性化を図ることが
できた。電子ポイントの導入によるキャッシュ
レス化推進により新しい生活様式の推進を図
ることができた。

Ⅱ．地域経済の活性化事業

事業効果
補助
・

単独
事業名 総事業費

Ⅰ．感染症対策事業

事業の概要
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令和２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
（千円）

国庫補助額 交付対象経費 一般財源等
事業効果

補助
・

単独
事業名 総事業費事業の概要

Ⅲ．事業者への支援事業 46,302 113 46,189 - 

21 中小企業等緊急支援給付金 単
対前年売上が減少している中小企業等へ
10万円給付し、事業継続を支援する

9,517 9,517 
新型コロナウイルス感染症による休業等で売
上が減少した事業者への事業継続を支援で
きた。

22
新しい生活様式対応支援奨
励金

単

新しい生活様式に沿った店舗等の改修や
備品購入を支援し、利用者が安心できる
環境づくりの推進と、市内経済の活性化
を図る

30,985 30,985 

多くの店舗で十分な新型コロナウイルス感染
症対策がとれ、利用者が安心して利用できる
環境づくりができ、市内経済の活性化を図る
ことができた。

23 中小企業等家賃支援補助金 単

新型コロナウイルス感染拡大による売り
上げ減少により事業の継続が困難な事業
者に対して家賃給付を行い、事業継続を
支援する

1,226 1,226 
家賃支援により新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた事業者の経済的負担の軽減が
図られ、事業継続を支援できた。

24 学校臨時休業対策費補助金 補
学校の臨時休業による学校給食休止に
伴い、学校給食調理業者を支援する

170 113 57 
学校給食調理業者を支援することにより、学
校給食調理業者の負担軽減が図られ、事業
継続の支援ができた。

25 感染防止対策取組助成金 単
キャッシュレス化のための機器の導入費
用や新型コロナウイルス対策用の備品及
び消耗品等の購入費用を助成する

4,404 4,404 

キャッシュレス化のための機器導入や新型コ
ロナウイルス感染症対策用品の経費助成に
より、環境整備が図られ、市内事業者の事業
継続の支援ができた。

79,858 - 79,858 - 

26
医療機関等緊急環境整備交
付金

単
医療機関及び社会福祉施設等の、従業
者の処遇改善や環境改善（マスク、衛生
器具の購入など）を支援する

59,063 59,063 

医療機関及び社会福祉施設等への支援によ
り、新型コロナウイルス感染症対策に係るマ
スクや衛生用品、医療用物資等の購入経費
の負担軽減が図られた。また施設内の環境
整備や訪問先での感染予防対策にもつなが
り、安心してサービスの提供を継続すること
が出来た。

27 感染症予防支援事業 単
飯塚医師会地域外来・検査センターの運
営に対し、圏域の受診者の割合分を補助
する

545 545 
感染拡大の中、円滑な検査実施体制確保を
図る一助となった。

28
PCR検査実施医療機関応援
交付金

単
PCR検査を実施している市内医療機関へ
の支援を行う

9,000 9,000 

市内医療機関への支援により、感染拡大の
中、円滑な検査実施体制確保を図る一助とな
り、住民の受診勧奨及び早期発見にも繋がっ
た。

29
感染症受入医療機関応援交
付金

単
飯塚医師会圏域で、新型コロナウイルス
感染者又は疑い患者の入院を受入れて
いる医療機関への支援を行う

11,250 11,250 
感染拡大の中、医療提供体制確保を図る一
助となり、罹患者の早期治療に繋がった。

215,883 1,429 212,252 2,202 

30 水道事業会計への繰出 単

市民生活を経済的に支援するため、嘉麻
市水道事業で実施した水道料金（基本料
金）の半額免除措置に係る、同事業会計
の特別損失を一般会計から繰出し補てん
する（Ｒ2.5～Ｒ3.3まで）

78,882 78,073 809 
水道料金の基本料金を減免することにより、
住民の生活費や事業者の営業経費の負担
軽減が図られた。

31 学校給食費の免除 単
子育て世帯を経済的に支援するため、公
立小中学校の給食費を免除する（Ｒ2.5～
Ｒ3.3まで）

57,287 57,287 
公立小中学校の給食費を免除することによ
り、子育て世帯の負担軽減が図られた。

32 保育所副食費の免除 単
子育て世帯を経済的に支援するため、保
育所副食費を免除する（Ｒ2.5～Ｒ3.3まで）

14,898 14,898 
保育所等の副食費を免除することにより、利
用保護者の負担軽減が図られた。

33
高齢者インフルエンザ予防
接種支援

単

重症化予防のため、高齢者インフルエン
ザ予防接種費用を全額助成し、高齢者の
インフルエンザ予防接種受診率を高め、
新型コロナウイルス感染症と同時流行の
防止を図る

40,787 40,787 
接種費用の全額助成により、接種率は前年
度比で１０％程度向上し、高齢者の感染及び
重症化予防が図られた。

34 出産子育て支援給付金 単

国の特別定額給付金の支給対象者となら
なかった新生児を対象に1人当たり10万
円を給付し、特別定額給付金の不平等感
及び出産に向かう経済的不安の低減を図
る

12,800 12,800 

新型コロナウイルス感染症に対する出産へ
の不安を抱える方が多い中、国の特別定額
給付金の支給対象者とならなかった新生児を
対象に給付することで、特別定額給付金の不
平等感及び出産に対する経済的不安の低減
を図ることができた。

35
妊婦等インフルエンザ予防
接種支援

単

冬季を中心に流行するインフルエンザに
対し、新型コロナウイルスとの同時流行の
リスク及び不安低減のため、予防接種の
助成を行い、経済的負担の軽減を図る

5,896 5,896 

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ
の同時流行が見込まれる中、妊婦や児童に
対し、インフルエンザ予防接種費用を助成す
ることで、同時流行のリスク及び不安の低
減、経済的負担の軽減を図ることができた。

36
インフルエンザ任意予防接
種支援

単

冬季を中心に流行するインフルエンザに
対し、新型コロナウイルスとの同時流行の
リスク及び不安低減のため、予防接種の
助成を行い、経済的負担の軽減を図る

1,079 1,079 
感染不安を感じる任意接種者に対し、接種費
用の助成を行うことで、感染リスクの軽減及
び経済的負担の軽減が図られた。

37 子ども・子育て支援交付金 補
学校が臨時休校となり、学童保育所を午
前中から開所するために支援する

4,181 1,393 1,395 1,393 
学校が臨時休校となった際に、午前中から学
童保育所の開所を行うことができ、子育て世
帯の暮らしの支援に繋がった。

38
疾病予防対策事業費等補助
金

補

新型コロナウイルス感染症の流行下にお
ける一定の高齢者等への検査助成事業
として、高齢者等のＰＣＲ検査等の費用を
助成する

73 36 37 
感染不安を感じる高齢者に、検査機関の紹
介及び検査費用の助成を行うことで、精神
的・経済的両面の負担軽減が図られた。

1,116,177 12,185 1,101,625 2,367 合　　　　　計

Ⅳ．医療機関等への支援事業

Ⅴ．生活・暮らしへの支援事業
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