
(単位：千円）

臨時特別妊娠出産応援金支給事業 子育て支援課
特別定額給付金の対象とならない令和2年4月28日から令和3
年4月1日に生まれた新生児に、10万円の支給を行う。

1,403
新生児を対象に10万円(14人)の支給を行ったことで、国の特別定額
給付金の対象となっていない世帯を支援することができた。

感染症対策に係る消毒液の購入等 生涯学習課等 感染症対策のため、消毒液やパーテーション等の購入を行う。 790
消毒液やパーテーション等の購入を行ったことで、庁舎等での感染
症対策を実施することができた。

筑紫地区救急医療対策事業 健康推進課
新型コロナウイルス感染症検査センターの運営費（自己負担
相当額）の補助を行う。

8
新型コロナウイルス感染症検査センターの運営費（自己負担相当額
5件）の補助を行ったことで、検査を受けやすい環境を整備し、感染
症の拡大防止を図ることができた。

危機管理事業 危機管理課
指定避難所における感染症対策のため、簡易テント、簡易ベッ
ド、マット等の備品の整備を行う。

9,684
簡易テント、簡易ベッド、マット等の備蓄資材を整備したことで、指定
避難所における感染症対策を実施することができた。

選挙管理委員会運営事業
選挙管理委員会

事務局
選挙事務における感染症対策のため、投票用紙読み取り分類
機の整備を行う。

6,952
投票用紙読み取り分類機（1台）の整備を行ったことで、選挙事務に
おける密を回避することができた。

乳幼児健診事業 子育て支援課
乳幼児健診会場における感染症対策のため、視覚検査機器
の整備を行う。

1,100
視覚検査機器（1台）の整備を行ったことで、乳幼児健診会場におけ
る感染予防に努めることができた。

地域活性化商品券補助事業 商工観光課
市内における消費喚起と地域活性化のため、販売金額及びプ
レミアム率を拡充した地域活性化商品券（プレミアム率20％）に
係る費用の補助を行う。

20,000

販売金額及びプレミアム率を拡充した地域活性化商品券（販売金額
3億円、プレミアム率20％、発行金額3億6千万円）に係る費用の一部
を補助したことで、市内における消費喚起と地域経済の活性化を図
ることができた。

自宅療養者食料物資支援事業 保護課
新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等に食料品や日用品
等の提供を行う。

3,375
新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等（357件）に食料品や日用
品等の提供を行ったことで、自宅療養者の生活支援と感染拡大の防
止を図ることができた。

相談室等感染防止対策事業 企画政策課
家庭児童相談室等における感染症対策のため、空気清浄機
の整備を行う。

1,663
空気清浄機（27台）の整備を行ったことで、家庭児童相談室等にお
ける感染症対策を実施することができた。

要介護高齢者支援事業 高齢者支援課
新型コロナウイルスに感染した入所者等を介助する介護サー
ビス事業者を支援するため、入所者等１人につき15万円の支
給を行う。

9,950
入所者等１人につき15万円（212件）の支給を行ったことで、新型コロ
ナウイルスに感染した入所者等を介助する介護サービス事業者を支
援し、感染拡大の防止を図ることができた。

飲食店等家賃支援事業 商工観光課
県の家賃支援金の対象となる事業者に対し、店舗家賃等の上
乗せ支援を行う。

13,486
店舗家賃等の上乗せ支援（242件）を行ったことで、事業者の事業継
続を支援することができた。

テイクアウト支援事業 商工観光課
テイクアウトに取り組む飲食店に対し、事業実施に係る必要経
費として、１店舗につき10万円の支給を行う。

12,534
１店舗につき10万円（125件）の支給を行ったことで、テイクアウトに取
り組む飲食店の事業継続を支援することができた。

小中学校スクール・サポート・スタッフ
等配置事業

教育政策課
小中学校における感染症対策や学習支援等を行うため、ス
クール・サポート・スタッフ及び学習支援員の配置を行う。

7,190
スクール・サポート・スタッフ及び学習支援員の配置（小中学校16校）
を行ったことで、小中学校における感染症対策や学習支援を行うこと
ができた。

避難所環境整備事業 企画政策課
避難所において、スマートフォンやタブレット端末で災害情報
を取得できるようネットワーク機器の整備を行う。

8,187
感染拡大防止のため、スマートフォンやタブレット端末で災害情報を
取得できるようネットワーク機器の整備（10施設）を行ったことで、避難
所でのテレビ周辺の密を回避する環境を整備することができた。

感染症対策環境整備事業 企画政策課
新型コロナウイルス感染症対策に使用するパソコンの整備を行
う。

12,485
新型コロナウイルス感染症対策に使用するパソコンの整備（194台）
を行ったことで、WEB会議等に対応することができ、感染症対策を実
施することができた。

キャッシュレス決済普及促進事業 商工観光課
市内店舗においてキャッシュレス決済で支払われた場合にプ
レミアムポイントを付与する。

57,339
市内店舗においてキャッシュレス決済で支払われた場合（取引決済
額355,000千円）にプレミアムポイントを付与したことで、地場産業の
活性化と新型コロナウイルス感染症対策を実施することができた。

観光事業者緊急支援事業 商工観光課
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた観光関連事業者を
支援するため、１事業者あたり30万円を基本とした支援金の支
給を行う。

23,792
１事業者あたり30万円を基本とした支援金の支給（70件）を行ったこと
で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた観光関連事業者を支
援することができた。

小中学校修学旅行助成事業 学校教育課
小中学校の修学旅行における感染症対策に要する経費に対
して補助を行う。

4,494
小中学校（11校）に対して、修学旅行における感染症対策費用の補
助を行ったことで、追加的な経費に係る保護者の負担を軽減し、学
習機会を確保することができた。

小中学校デジタルテレビ更新事業 教育政策課
新型コロナウイルス感染症対策として、密を防止するため、小
中学校のデジタルテレビの更新を行う。

19,813
感染拡大防止のため、小中学校のデジタルテレビを小型から大型テ
レビ等に更新（16校）を行ったことで、校内での密集を回避する環境
を整備することができた。

障がい者支援の福祉活動追加支援
事業

生活福祉課 障がい者支援団体に対して、家賃の1/2相当額の支援を行う。 884
新型コロナウイルス感染症の影響により収支が悪化し、活動が危ぶ
まれる障がい者支援団体（3事業者）に対して、家賃の1/2相当額の
支援を行ったことで、事業継続を支援することができた。

放課後児童クラブ空調機器整備事業 教育政策課
コロナ禍において、フル稼働を継続したことで機能が低下した
児童クラブの空調機器の更新を行う。

9,172
コロナ禍において、フル稼働を継続したことで機能が低下した児童ク
ラブの空調機器更新（3校）を行ったことで、感染症対策を実施するこ
とができた。

感染症対策継続支援事業 商工観光課
福岡県の感染防止認証を受けた飲食店に10万円、感染防止
宣言を行った事業者に5万円の支援金を支給する。

34,650
福岡県の感染防止認証を受けた飲食店及び感染防止宣言を行った
事業者に支援金の支給（455件）を行ったことで、感染対策をしてい
る事業者の事業継続を支援することができた。

小中学校ICT環境整備事業 学校教育課
児童生徒の増加に対応するため、教育用タブレットの追加整
備を行う。

3,520
児童生徒増加分の教育用タブレットの追加整備（70台）を行ったこと
で、遠隔学習やオンライン学習の環境を整備することができた。

地域子育て支援センター事業等 子育て支援課
地域子育て支援センター、つどいの広場、ファミリーサポートセ
ンター、乳児家庭訪問時における感染症対策のため、消毒液
や空気清浄機等の整備を行う。

400
消毒液や空気清浄機等の整備を行ったことで、地域子育て支援セン
ター、つどいの広場、ファミリーサポートセンター、乳児家庭訪問時に
おける感染症対策を実施することができた。

小中学校教育活動継続支援事業 教育政策課
小中学校での新型コロナウイルス感染症対策の取組を支援す
るため、消毒液等の衛生用品や備品の整備を行う。

1,346
消毒液等の衛生用品や備品の整備を行ったことで、小中学校(16校)
での教育活動を継続するための新型コロナウイルス感染症対策の取
組を支援することができた。

保育環境改善事業 保育児童課
保育所における感染症対策のため、マスクや消毒液等の衛生
用品の整備を行う。

3,202
マスクや消毒液等の衛生用品の整備を行ったことで、保育所（公立4
園、私立９園）における感染症対策を支援することができた。

保育所等ＩＣＴ化推進支援事業 保育児童課 ＩＣＴ化を推進する保育施設に対し補助を行う。 134
ＩＣＴ化を推進する保育施設（１園）に対し補助を行ったことで、ICTを
活用して、保育士の業務負担軽減を図り、こどもを安心して育てる環
境整備を行うことができた。

小中学校施設維持管理事業 教育政策課
小中学校の教室の室内環境を改善するため、空調の整備を
行う。

12,589
小中学校の空調整備（6校）を行ったことで、教室の室内環境を改善
し、感染症対策を実施することができた。

介護サービス事業者への特別給付金
支給事業（R２繰越予算）

高齢者支援課
介護サービス事業者の感染予防対策等を支援するため、１事
業者あたり10万円の支給を行う。

18,800
１事業者あたり10万円（188件）の支給を行ったことで、介護サービス
事業者の感染予防対策等を支援することができた。

障がい福祉サービス等事業者への特
別給付金支給事業（R２繰越予算）

生活福祉課
障がい福祉サービス等事業者の感染症対策等を支援するた
め、１事業者あたり10万円の支給を行う。

5,517
１事業者あたり10万円（55件）の支給を行ったことで、障がい福祉
サービス等事業者の感染症対策等を支援することができた。

保育施設への特別給付金支給事業
（R２繰越予算）

保育児童課
保育施設の感染症対策等を支援するため、１事業者あたり10
万円の支給を行う。

2,600
１事業者あたり10万円（26件）の支給を行ったことで、保育施設の感
染症対策等を支援することができた。

中小企業緊急支援事業（R２繰越予
算）

商工観光課
売上が大きく減少した事業者を支援するため、１事業者あたり
10万円の支給を行う。

187,866
１事業者あたり10万円（1,865件）の支給を行ったことで、売上が大き
く減少した事業者の事業継続を支援することができた

雇用調整助成金活用支援事業（R２
繰越予算）

商工観光課
雇用調整助成金等を活用して、従業員の雇用継続に取り組む
事業者を支援するため、１事業者あたり10万円の支給を行う。

1,000
１事業者あたり10万円（10件）の支給を行ったことで、雇用調整助成
金等を活用して、従業員の雇用継続に取り組む事業者を支援するこ
とができた。

小中学校教育活動継続支援事業（R
２繰越予算）

教育政策課
小中学校での新型コロナウイルス感染症対策の取組を支援す
るため、消毒液等の衛生用品や備品の整備を行う。

10,702
消毒液等の衛生用品や備品の整備を行ったことで、小中学校(16校)
での新型コロナウイルス感染症対策の取組を支援することができた。
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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の実績について
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