
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　事業事業（実施実績と事業効果）

Ｎｏ 事業名
総事業費

（Ａ）
交付金充当額 事業内容 事業実績・事業効果 担当課

1 子育て臨時給付金 35,802,740 35,802,000

臨時休校等に伴う子育て世帯支援を目的に高校生まで

の子育て世帯に給付金を支給する。

（児童手当支給対象者及び高校生以下１人に対し２万

円支給）

対象者1785人に対し計35,700,000円を支給し、子育て

世帯の臨時休業に係る費用負担の軽減に寄与した。
保健福祉課

2 経営持続化給付金 46,634,750 46,634,700

町内事業者の経営持続化を目的に減収事業者に給付金

を支給する。

（減収率が15％以上50％未満の第３次産業事業者に対

し，一律30万円を支給）

対象事業者151事業所×30万円＝45,300,000円

振込手数料ほか1,334,750円

　コロナ渦において影響を受ける町内事業者の経営支

援が図れた。

企画調整課

3 飲食店応援プロジェクト 775,540 775,500

テイクアウト等への取り組みを行う飲食店の消費喚起

を目的としたクーポン券付チラシを発行する。

（町内全世帯に対し，クーポン付テイクアウト飲食店

リストを配布）

補助金・振込手数料　776千円

　コロナ渦において影響を受ける飲食店への支援及び

町内の消費喚起が図れた。

企画調整課

4 商工事業者支援 14,467,220 14,467,000

収入減に疲弊する商工業者の支援を目的に支援交付金

を支給する。

（商工会員に対し，一律50千円を支給）

商工会員283事業者×5万円＝14,150,000円

振込手数料317,220円

　コロナ渦において影響を受ける商工業者の経営支援

が図れた。

企画調整課

5 感染症拡大防止関連事業 2,011,761 2,011,000

感染症拡大防止を目的に感染者発生時に備えた防護服

等を購入

（マスク、消毒液、パーテーション、マット等）

感染対策のため、各種マスクや消毒液、非接触型体温

計、サーキュレーター、飛沫防止用メガネ、、プロ

シェアエプロン、カラーマット、パーテーションなど

を購入し、公共施設等における感染予防や消毒作業等

を迅速に行う体制を整え、実践した。

保健福祉課

6 プレミアム商品券発行事業 27,256,253 27,256,000

新型コロナウィルス感染症の影響により冷え込んだ町

内経済を立て直すために商工会が発行するプレミアム

付商品券のプレミアム分と事務費を補助することによ

り町内消費を喚起する。

（プレミアム付商品券印刷製本費及び換金事務員人件

費等の事務手数料）

換金率99.53％

換金費　24,734,500円

振込手数料　179,988円

換金手数料　482,525円

印刷費　468,740円

広告費　118,800円

人件費　1,271,700円

　コロナ渦における町内経済の振興が図れた。

企画調整課

8 地域産業承継支援事業 999,130 999,000

新型コロナウィルス感染症の影響により廃業の可能性

が高い事業者の実態ニーズ調査を実施し、事業承継希

望者とのマッチングを図ることで、地域産業の維持を

図る。

（調査分析業務及び情報発信に関する経費）

契約相手方：鹿児島相互信用金庫

委託料：999,130円

　新型コロナウィルス感染症の影響により廃業の可能

性が高い事業者の承継支援を行い，町内産業の維持が

図れた。

企画調整課
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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　事業事業（実施実績と事業効果）

Ｎｏ 事業名
総事業費

（Ａ）
交付金充当額 事業内容 事業実績・事業効果 担当課

13 Web会議・在宅ワーク用機器 995,500 995,000

コロナ禍における出張や出勤の自粛に対応するための

Web会議や在宅ワーク用機器の導入する。

（Web会議及び在宅ワーク用機器購入経費）

備品購入費　　996千円

・ノート型パソコン　3台

・スピーカー　３台

・カメラ（スタンド付）　5台

・ヘッドセット　10台

・無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ+ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ　9台

・無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ管理ソフト　一式

・〃　管理ソフト追加ﾗｲｾﾝｽ　一式

・ﾓﾊﾞｲﾙルーター　　3台

・SIMカード　　３個

　コロナ渦における出張や出勤時の移動が制限され，

感染対策が図れた。

総務課

14 災害時避難所対策用品　等 4,016,760 4,016,000

災害発生時（自主避難も含む）の避難場所となってい

る施設において新型コロナウイルス感染症予防対策に

備えたパーティション等を購入する。

（パーティションやマスク等）

需用費　4,017千円

　ワンタッチパーティション　25,000円×50個×1.1＝

1,375,000円

　楽々パーティション　100枚

　ワンタッチテント（更衣室用）　20個

　段ボールベッド　30個

　足踏みポンプ付エアーベッド　52個

　非接触型体温計（ガンタイプ）　30個

　アルコール消毒液

　フェイスシールド　100個

　ゴム手袋　5箱（1箱100枚入）

　マスク　100箱（1箱50枚入）

　カラーコーン　40個

　コーンバー　40本

　コーンウェイト　40個

　自動消毒器　28個

　避難場所施設において新型コロナウイルス感染症予

防対策が図れた。

総務課

15 オンライン動画素材制作事業 3,993,000 3,993,000

コロナ禍で本町の環境及びＳＤＧｓ関連の視察研修数

が減少しているため，実際に本町での視察を体験して

いるような動画コンテンツを作成し，オンラインでの

視察研修を対応可能とする。

（オンライン視察研修のための素材撮影及び動画作成

委託経費）

契約相手方：株式会社南日本放送

委託料：3,993,000円

　コロナ渦における人の移動制限下においても町のア

ピールが図れた。

企画調整課
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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　事業事業（実施実績と事業効果）

Ｎｏ 事業名
総事業費

（Ａ）
交付金充当額 事業内容 事業実績・事業効果 担当課

16 外国人向け情報発信業務委託 990,000 990,000

言葉の壁がある外国人技能実習生への生活情報及び災

害情報を発信する。

（町ＨＰ内への外国人向けＰ作成及び転入時のチラシ

作成経費）

契約相手方：合同会社コミュ

委託料：3,993,000円

　言葉の壁がある外国人技能実習生への新型コロナウ

イルス感染症への感染対策等への啓発が図れた。

企画調整課

17 事業者休業協力金 302,640 302,600

町内事業者の経営持続化を目的に減収事業者に給付金

を支給する。

（鹿児島県の休業要請に協力した事業者に対し，一律

10万円を支給）

3事業者×100千円

振込手数料　2,640円

　コロナ渦において影響を受け中，休業要請に応じる

町内業者の支援及び感染症拡大防止策が図れた。

企画調整課

18 宿泊飲食業固定経費等補助金 5,374,160 5,374,100

特に影響の大きい宿泊飲食業事業者の経営持続化を目

的に固定経費の一部を支給する。

（家賃･電気･水道･ガス代の2分の1（上限30万円）を支

給）

補助金・事務費（振込手数料・郵送料）　5,374千円

　コロナ渦における宿泊飲食事業者の影響の緩和が図

れた。

企画調整課

19 全町民向地域振興券発行事業 64,659,753 64,659,700

新型コロナウィルス感染症の影響により冷え込んだ町

内経済を立て直すために全町民向けの商品券を発行す

ることにより町内消費を喚起する。

（商品券、印刷製本費及び郵送料等の事務手数料）

補助金・事務費・郵送料・印刷代・換金手数料

64,659千円

125,257枚（500円券)

　コロナ渦における町内経済の振興が図れた。

企画調整課

20 新生児子育て支援臨時給付金 5,008,400 5,008,000

コロナ禍において，安心して子どもを生み育てるため

の環境整備を目的とする。

（R2.4.28～R3.4.1に生まれた（R3.4.30までに出生届を

受理した）新生児を養育する保護者を対象に独自の給

付金）

新生児50名の世帯に対し、計5,000,000円を支給し、コ

ロナ禍のおける子育ての費用負担の軽減に寄与した。
保健福祉課

21 子ども・子育て支援交付金 1,344,000 316,000

学校の休業に伴い児童クラブを午前中から開所し児童

を預かり子育てを支援する。

（特別保育事業等委託料（開所支援＋開所人材確

保））

６児童クラブに対する特別保育事業等委託料のうち、

316,000円を負担し、学校休業に伴う開所時間延長分の

費用負担を軽減し、コロナ禍の子育て支援に寄与し

た。

保健福祉課

22 農林漁業者経営支援給付金 300,000 300,000

町内事業者の経営持続化を目的に減収事業者に給付金

を支給する。

（減収率が15％以上50％未満の農林漁業事業者に対

し，一律30万円を支給）

給付金　1事業者×300千円　　　300千円

　事業者の事業継続と経営安定が図れた。
農林振興課

23 和牛肉消費拡大事業 1,093,608 1,093,000

和牛肉の消費拡大を図り、畜産農家の経営安定を図

る。

（小中学校の学校給食へ県内産の和牛肉を提供）

賄材料費　（1,050人×２回）　和牛61ｋｇ×2回

1,093千円

　コロナ渦の影響を受ける経済の消費喚起が図れた。

農林振興課

24 肥育牛経営支援特別対策事業 1,320,000 1,320,000

町内肥育牛農家の経営持続化を目的に給付金を支給す

る。

（標準的販売価格（九州）-標準的生産費（農林水産省

が公表）の差額1割を補助1頭当たり上限2万円）

補助金　66頭×20,000円　　1,320千円

　コロナ渦の影響を受ける肥育牛農家の経営支援が図

れた。

農林振興課
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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　事業事業（実施実績と事業効果）

Ｎｏ 事業名
総事業費

（Ａ）
交付金充当額 事業内容 事業実績・事業効果 担当課

25 肉用子牛生産推進緊急対策事業給付金 6,480,000 6,480,000

町内繁殖牛農家の経営持続化を目的に減収者に給付金

を支給する。

（前年の同時期に開催されたせり市の平均価格と比較

して，20％以上安かった子牛を対象に一律15,000円/頭

支給）

給付金　432頭×15,000円　　6,480千円

　コロナ渦の影響を受ける繁殖牛農家の経営支援が図

れた。

農林振興課

26 公立学校情報機器整備費補助金 2,802,800 1,745,000

学校の臨時休業等の期間中も切れ目ない学習環境を提

供するため、支援の必要な家庭等に対するオンライン

学習のための費用や整備、GIGAｽｸｰﾙ構想関連事業等と

の連携による児童生徒や先生が学校等で使うICT環境の

整備等を行い、学習機会を確保する。

委託料（GIGAｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ）

備品購入費（遠隔学習用ｶﾒﾗﾏｲｸ)

GIGAｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ委託料　1,870,000円

遠隔学習用ｶﾒﾗﾏｲｸ　各8式　932,800円

学校の臨時休業等の学習環境を提供するため、感染防

止対策の充実が図られ学習機会を確保するための環境

が整備された。

管理課

27 GIGAスクール端末導入事業 123,757,370 95,223,000

学校の臨時休業等の期間中も切れ目ない学習環境を提

供するため、支援の必要な家庭等に対するオンライン

学習のための費用や整備、GIGAｽｸｰﾙ構想関連事業等と

の連携による児童生徒や先生が学校等で使うICT環境の

整備等を行い、学習機会を確保する。

委託料、備品購入費

ICT支援員委託料　1,210,000円

ｾｷｭﾘﾃｨ環境整備委託料　8,580,000円

電源ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ一式　6,952,000円

児童生徒（912式）、先生用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末（115式）

73,498,920円

書画カメラ（70式）　2,402,400円

電子黒板（70式）　30,145,500円

モバイルルーター（69台）他　968,550円

学校の臨時休業等の学習環境を提供するため、感染防

止対策の充実が図られ学習機会を確保するための環境

が整備された。

管理課

28 学校保健特別対策事業費補助金 646,800 494,000

新型コロナウイルス感染症の影響による学校の一斉臨

時休業に係る対応及び一斉臨時休業からの再開等を支

援する。

（小学生用・中学生用・教職員等用マスク）

消耗品

　小学生用・中学生等用マスク

　学校再開等における集団感染のリスクを避け，児童

生徒が安心して学ぶことのできる体制が整備された。

管理課

30 公共施設感染症対策事業 8,153,689 8,107,000

役場庁舎や保健センター、学校施設等の公共施設にお

ける住民への感染症拡大を防止するため、検温モニ

ターや自動消毒器の設置、自動水栓化等の対策を講じ

る。

（公共施設トイレ等手洗い自動水洗化（庁舎・学校

等）・庁舎等トイレ改修・AI検温モニター・検温付自動

消毒機・オゾン消臭機・非接触型検温自動消毒器・自

動消毒器・消毒器用等・ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ等設置費　ほか）

　AI検温モニター・検温付自動消毒機・オゾン消臭機・

非接触型検温自動消毒器・自動消毒器・消毒器用等・

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ等設置費　一式　ほか

　施設における感染防止対策の充実が図られた。

総務課
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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　事業事業（実施実績と事業効果）

Ｎｏ 事業名
総事業費

（Ａ）
交付金充当額 事業内容 事業実績・事業効果 担当課

31 発熱外来診療体制整備事業 1,662,000 1,662,000

町内医療機関において、発熱外来の診療体制を整える

ため、その費用に対し補助する。

（発熱外来受入のための備品等に対する補助）

４医療機関に計1,662,000円を補助し、発熱外来を受入

れるための負担が増大する医療機関の費用負担軽減に

寄与した。

保健福祉課

32 農業経営収入保険加入推進事業 1,482,000 1,482,000

農業者がコロナ禍でも安定した農業経営収入を確保す

るため、農業経営収入保険への加入に対し一部補助を

する。

（保険加入費の一部に対する補助）

対象者15件（個人12件，法人3件）

農業者の経営継続と経営安定を図れた。
農林振興課

33 キャンプ場・プールトイレ洋式化 3,189,000 3,189,000

感染症拡大防止と観光業の支援を目的に町営のキャン

プ場やプールのトイレを和式から洋式化へ変更し、安

心して利用できるように整備する。

工事費一式

施設における感染防止対策の充実が図られた。
企画調整課

34 学校給食センター厨房の空調整備 1,936,000 1,936,000

学校給食センターの厨房にスポットクーラーを設置

し、コロナ禍でも安心かつ衛生的に給食を調理する環

境を整える。

（厨房用に購入する備品）

スポットクーラー　４台

施設における感染防止対策の充実が図られ、安心かつ

衛生的に給食を調理する環境が整備された。

管理課

35 中学校特別教室への空調設置 2,178,000 2,178,000

空調機器が未設置であった特別教室に空調機を設置す

ることにより、安心して授業を行えるよう整備する。

（特別教室に空調機の設置購入費）

大崎中学校特別教室棟美術室エアコン

学校施設における感染防止対策の充実が図られた。
管理課

37 図書本の除菌 1,331,000 1,331,000

町立図書館の貸出し用図書を除菌（全ページ）するこ

とにより、安心して図書館を利用できる

②返却図書の除菌機器の購入費

図書除菌機(ＬＩＶＡ6冊用)

町立図書館貸出し用図書における感染防止対策の充実

が図られた。

社会教育課

41 宿泊飲食業固定経費等補助金（第３波対策） 7,956,410 7,956,400

新型コロナウィルス感染症の特に影響の大きい宿泊飲

食業事業者の経営持続化を目的に固定経費を補助す

る。

（家賃･電気･水道･ガス代（上限20万円）を支給）

固定経費補助

対象：42事業者

　コロナ渦における宿泊飲食事業者の影響の緩和が図

れた。

企画調整課

43 学校保健特別対策事業補助金 2,445,036 1,300,000

新型コロナウイルス感染症の影響による学校の一斉臨

時休業に係る対応及び一斉臨時休業からの再開等を支

援する。

（各学校用消耗品及び備品）

事務局用

　需用費（感染防止用品等）

小学校分

　需用費（消毒液等感染症対策用品他）

　備品購入費

中学校分

　需用費（消毒液等感染症対策用品他）

　備品購入費

　各種感染症対策用品等の整備により，感染症対策等

を徹底しながら児童生徒の学びを保証した。

管理課
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