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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 

活用事業一覧（令和３年度） 

※ 金額は予算額を掲載。 

築 上 町 

３ 社会的な環境整備 
  

01 議会映像関連機器購入事業 604千円   

02 郵便業務感染症防止対策事業 4,400千円   

03 総合窓口会計関連機器購入事業 3,043千円   

04 公共施設手洗い自動水栓化事業 4,318千円   

05 学童保育システム改修事業 841千円   

06 保育所殺菌庫購入事業 560千円   

09 公共施設飛沫感染防止対策事業 3,630千円   

10 スクールサポートスタッフ配置事業 2,463千円   

11 公共施設抗菌・抗ウイルス塗装事業 1,451千円   

13 オンライン学習推進事業  1,815千円  

14 抗原検査キット配備事業  800千円  

 23,925千円  

１ 緊急経済対策（住民・事業者支援を兼ねる） 
 

07 プレミアム商品券発行事業 19,200千円   

08 地域振興券発行事業 196,560千円   

15 子育て世帯への臨時特別給付（独自給付分）事業  5,000千円  

 220,760千円  

   

２ 事業者等に対する支援策  
  

12 中小企業等応援金支給事業 8,540千円   

 8,540千円  

 



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　充当事業一覧

（円）

うち交付金充当額

1 議会映像関連機器購入事業

①議会映像関連機器を購入し、議会本会議やオンライン会議
等に活用できる視聴環境を整備する。議会委員会室等の視聴
環境を整備することにより、密を避けた空間での会議の視
聴、オンライン会議、遠隔での視察等の実施が可能となるほ
か、議員研修や委員会活動などに幅広い活用が見込まれる。

②機械器具費

③機械器具費　　604,000円

④町議会

議会事務局 R3.5.7 R3.11.1 604,000 361,196 290,000

○結果
映像機器　一式
　

○成果
コロナ禍で傍聴を自粛しても
らっていたが、映像をイン
ターネットで配信及びモニ
ターで別室から視聴すること
ができた。

映像機器の導入により、議事
進行を効率化するとともに、
議会を町民に対し開かれたも
のにすることができた。

2 郵便業務感染症防止対策事業

①郵便料金計器を導入することで、発送機能と受取機能を１
つのシステムに統合し、多種多様な郵便物を合理的に発送す
ることで、業務効率化とコスト削減を図り、新型コロナウイ
ルス感染症の感染リスクを低減させる。

②機械器具費

③機械器具費　　4,400,000円

④役場

総務課 R3.5.7 R3.7.27 4,400,000 4,345,000 4,276,000

○結果
次のものを調達
郵便料金計器　1台他

○成果
右記のとおり。

機器導入により職員同士の接
触機会が減り、コロナウィル
ス感染症拡大防止に繋がっ
た。
また、集計作業が30分程度短
縮でき、郵便切手購入費も前
年度比で8万円ほど削減でき
た。

3 総合窓口会計関連機器購入事業

①住民と職員との接触機会を減らすため、非接触型レジス
ター等を購入する。現金授受を減らすことで、新型コロナウ
イルス感染のリスクを防ぎ、感染拡大防止環境の構築につな
げる。

②消耗品費、保守点検委託料、機械器具費

③消耗品費　　20,000円
　保守点検委託料　　713,000円
　機械器具費　　2,310,000円

④役場

住民生活課 R3.5.7 R4.3.18 3,043,000 2,967,800 2,893,000

○結果
非接触型レジスター　2台

○成果
係ごとにレジスターを分け運
用している。Pay Pay決済が
増えても集計業務が早くでき
るようになった。
処理件数が増えた場合を考
え、同一レジでの係ごとの集
計方法の検討、効率的な運用
方法も試験する予定。

現金授受を減らすことで接触
機会が減り、新型コロナウイ
ルス感染症の感染リスクの低
減ができた。
集計作業が早くでき、事務負
担の軽減になった。

事業№ 交付対象事業の名称

事業の概要
　①目的・効果
　②交付金を充当する経費内容
　③積算根拠（対象数、単価等）
　④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

所管 事業始期 事業終期
事業計画額

（円）
事業総額 結果・成果

効果検証
（内部評価）



4-1 公共施設手洗い自動水栓化事業＿人権センター 人権課 R3.5.7 R3.12.27 595,000 495,000 483,000

○結果
以下の施設で実施。
椎田人権センター
築城人権センター

○成果
右記のとおり。

4-2 公共施設手洗い自動水栓化事業＿農業公園 産業課 R3.5.7 R3.12.27 976,000 964,700 940,000

〇結果
農業公園で実施

〇成果
右記のとおり。

4-3 公共施設手洗い自動水栓化事業＿中央公民館 生涯学習課 R3.5.7 R3.12.27 423,000 423,636 413,000

○結果
中央公民館で実施

○成果
右記のとおり。

4-4 公共施設手洗い自動水栓化事業＿体育施設 生涯学習課 R3.5.7 R3.12.27 2,324,000 1,092,832 1,065,000

○結果
以下の施設で実施。
椎田体育館
武道館
サンスポーツランド浜の宮
築城海洋センター体育館
築城体育館
パークゴルフ場

○成果
右記のとおり。

5 学童保育システム改修事業

①学童保育負担金の収納方法として新たに口座振替での納付
環境を整備する。窓口納付における対面・現金の取り扱いに
よる新型コロナウイルス感染のリスクを防ぐことで、感染拡
大防止環境の構築につなげる。

②電算システム委託料

③電算システム委託料　　841,000円

④役場

子育て・健康支援課 R3.4.1 R4.3.31 841,000 840,400 819,000

○結果
電算システムの導入

○成果
システム導入前は、学童の代
表者が保育料を集金し、現金
を役場会計課に納入のため、
来庁していたが、システム導
入後は現金の収受がなくなっ
たことで、感染症予防に加
え、住民負担の軽減となっ
た。

新型コロナウイルス感染症拡
大防止を図り、３密対策によ
り社会的な環境の整備を図る
ことができた。また、職員の
事務効率化にも資することが
できた。

6 保育所殺菌庫購入事業

①保育所内で利用する玩具等の備品を殺菌する紫外線殺菌庫
を購入する。園児や職員が安心して玩具等を利用でき、新型
コロナウイルス感染のリスクを防ぎ、感染拡大防止環境の構
築につなげる。

②機械器具費

③機械器具費　　560,000円

④町立保育園

子育て・健康支援課 R3.5.7 R3.6.24 560,000 560,000 546,000

○結果
紫外線殺菌庫導入（町立保育
園２園）

○成果
衛生管理が困難な子どもたち
の感染防止及び衛生管理を行
う保育士等の業務負担軽減を
図ることができた。

保育園児等において、新型コ
ロナウイルス感染症予防を図
ることができた。

7 プレミアム商品券発行事業

①長期化する新型コロナウイルス感染症の消費に与える影響
を踏まえ、地域内消費の喚起と町外への消費購買力流出の防
止及び、地域事業者の販売促進並びに地域経済の活性化を目
的として築上町商工会が発行するプレミアム商品券に対し、
プレミアム分（町負担分）を助成する。（プレミアム率
20％）

②補助金

③補助金　　19,200,000円

④商工会

産業課 R3.5.7 R4.2.25 19,200,000 19,163,667 18,434,000

○結果
発行総額144,000,000円
（通常券10,000冊、大型券
200冊）
・換金総額143,727,500円
・プレミアム額（町負担額）
　　11,977,292円
・換金事務手数料
　　7,186,375円

○成果
換金率は99.8％と高く、消費
の喚起、商工振興の支援とし
て成果は出ている。

築上町商工会が行ったプレミ
アム商品券発行事業に補助金
を交付することで、個人消費
の喚起、商工業者の振興と経
営基盤の充実に対し、支援す
る事ができた。

不特定多数が利用する手洗い
場蛇口を接触型から非接触型
に変更することで、新型コロ
ナウイルス感染のリスクを低
減し、施設利用者の安心につ
なげることができた。

①公共施設手洗い場の手動式蛇口をセンサー式に取り替え
る。不特定多数が利用する手洗い場蛇口の接触機会をなくす
ことで新型コロナウイルス感染のリスクを防ぎ、施設利用者
の安心につなげる。

②工事請負費

③工事請負費　　4,453,000円

④町公共施設



8 地域振興券発行事業

①長期化する新型コロナウイルス感染症の消費及び家計に与
える影響を踏まえ、町内における消費を喚起・下支えすると
ともに、全町民向けの生活支援を行い、地域振興を図るた
め、全町民を対象に一律１人あたり10,000円の地域振興券を
配付する。

②消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、業務委託料、負担金

③消耗品費　　30,000円
　印刷製本費　　2,970,000円
　通信運搬費　　4,140,000円
　業務委託料　　9,420,000円
　負担金　　180,000,000円

④全町民

産業課 R3.5.7 R4.3.4 196,560,000 186,453,036 179,839,000

○結果
発行総額175,780,000円
（10,000円×17,578人）
・換金総額171,881,000円

○成果
全町民に10,000円の地域振興
券を配布。換金率は97.8％と
高く、消費の喚起、地域振興
に対しての生活支援として成
果は出ている。

基準日時点の全町民に10,000
円の地域振興券を配布するこ
とで、町内の消費の喚起、地
域振興に対し、支援すること
ができた。

9 公共施設飛沫感染防止対策事業

①庁舎や公共施設内の執務室において、職員間の飛沫防止用
アクリルパーテーションを設置することで、新型コロナウイ
ルス感染症の感染及びクラスターリスクの低減につなげる。

②消耗品費

③消耗品費　　3,630,000円

④役場・出先機関

総務課 R3.5.7 R3.11.22 3,630,000 1,256,420 1,225,000

○結果
ｱｸﾘﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ購入

○成果
右記のとおり。

ｱｸﾘﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝの導入により来
庁者や職員同士の接触機会が
減りコロナウイルス感染拡大
防止に繋がった。

10 スクールサポートスタッフ配置事業

①教員が児童生徒への指導や教材研究等に注力できるよう、
消毒作業等の新型コロナウイルス感染症対策をサポートする
スタッフを小中学校に配置することで、教員の負担軽減と小
中学校内での新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ。

②業務委託料

③業務委託料　　2,463,000円

④町内小中学校

学校教育課 R3.5.7 R4.3.31 2,463,000 2,462,400 2,401,000

○結果
小学校２校（椎田・築城）
中学校２校（椎田・築城）

○成果
スクールサポートスタッフの
配置により教員の負担が軽減
され、また児童生徒の衛生環
境を良好に保つことができて
いる。

消毒作業等の業務をスクール
サポートスタッフが担うこと
で教員の負担が軽減され、児
童生徒の指導や授業準備、教
材研究等により注力すること
ができた。

11-1 公共施設抗菌・抗ウイルス塗装事業＿生涯学習課 生涯学習課 R3.5.7 R4.2.15 951,000 905,234 883,000

○結果
中央公民館　1式
コミュニティーセンターソピ
ア　1式
文化会館コマーレ　1式
築城海洋センター　1式
築城体育館　1式
サンスポーツランド浜の宮
1式
椎田体育館　1式
武道館　1式
船迫窯跡公演　1式
旧藏内邸　1式

○成果
右記のとおり。

11-2 公共施設抗菌・抗ウイルス塗装事業＿企画財政課 企画財政課 R3.5.7 R4.2.15 500,000 496,320 478,000

○結果
本庁舎ドアノブ、階段手摺、
便器など

○成果
右記のとおり。

①公共施設のドアノブ・照明スイッチ等に抗菌・抗ウイルス
塗装をする。不特定多数が触れるドアノブ等の抗菌等によっ
て新型コロナウイルス感染の感染リスクを下げる。

②業務委託料

③業務委託料　　1,451,000円

④社会教育施設・体育施設・庁舎

設備の抗菌塗装により、利用
者（来庁者）に対して感染リ
スクを軽減するとともに、安
心して施設（庁舎）を利用い
ただくことが出来た。



12 中小企業等応援金支給事業

①長期化する新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態
宣言等に伴い、大きな影響を受け、収入が減少した事業者等
を応援する目的で、応援金を支給する。（国・県の横出し）

②補助金、印刷製本費、手数料、通信運搬費

③補助金　　18,400,000円
　印刷製本費　　90,000円
　手数料　　30,000円
　通信運搬費　　20,000円

④収入が減少した事業者（ただし、国・県の支援金を受給し
た事業者は除く）

産業課 R3.10.29 R4.3.10 8,540,000 5,618,448 1,592,000

○結果
支援総額5,410,000円
（法人21件、個人34件）

○成果
想定していたより申請が少な
かったが、国・県の同様の支
援金を受給した事業者もあ
り、収入が減少した事業者へ
の支援として一定の成果は出
ている。

申請は、想定より少なかった
が、収入が減少した事業者へ
の支援を行うことができた。

13 オンライン学習推進事業

①児童生徒が家庭にタブレットPCを持ち帰り、安心・安全に
タブレットPCが使用できるように、フィルタリング機能を付
加する。

②業務委託料

③業務委託料　　1,815,000円

④町内小中学生

学校教育課 R3.4.1 R3.6.28 1,815,000 1,815,000 1,769,000

○結果
町内小中学校の児童生徒の児
童生徒のタブレットPCにフィ
ルタリング機能を付加した。

○成果
導入したフィルタリング機能
により持ち帰り後も安全にタ
ブレットの利用が行えてい
る。

フィルタリング機能を導入す
る事により、持ち帰り学習を
推進できた。

14 抗原検査キット配備事業

①町内の児童福祉施設や学校において新型コロナウイルス感
染症陽性者が発生した場合に、行政検査の対象とならない方
の検査を実施するために抗原検査キットを配備する。

②消耗品費

③消耗品費　　800,000円

④役場

子育て・健康支援課 R3.4.1 R4.3.9 800,000 739,200 361,000

○結果
抗原検査キットの導入

○成果
新型コロナウイルス感染症検
査において、行政検査対象外
の関係者に検査を実施したこ
とにより、感染拡大を最小限
に留めることができた。

児童福祉施設での新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止に寄
与した。

15 子育て世帯への臨時特別給付（独自給付分）事業

①新型コロナの影響が長期化する中で子育て世帯の生活を支
援し、その未来を拓くため、子育て世帯への臨時特別給付金
を所得制限の超過や離婚等により受給できない方に対して、
児童１人あたり100,000円を給付する。

②補助金

③補助金　　5,000,000円

④子育て世帯への臨時特別給付金を所得制限の超過や離婚等
により受給できない方

子育て・健康支援課 R4.1.13 R4.3.31 5,000,000 6,300,000 2,858,000

○結果
臨時給付金（町独自給付）の
支給

○成果
右記のとおり。

新型コロナウイルス感染症長
期化の影響を受けた子育て世
帯の支援に資することができ
た。


