
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効果・検証（総括表）

NO 事業名 事業概要 事業始期 事業終期
総事業費

（円）

内交付金

（円）
経費区分 事業実績 効果・検証・課題等 担当課

1 次亜塩素酸水霧化器設置等事業

①公共施設に次亜塩素酸水霧化器を設置し、新型コロナウイ

ルスの感染拡大を防止する。また、職員に対しマスクを配布

する。

②③508千円（生成器1台）+25千円（専用霧化器10台）+40

千円(専用霧化器（ハイノズル付）5台）+20千円（電解補助

液（500mℓ×8本入）2本）+9千円（除菌水（20ℓ）2

本）、120千円（不織布マスク（2,000枚入）3箱）+793千円

（消費税）

合計＝945千円

④公共施設15カ所

43,948 44,056 933,350 933,350 感染症対策

（生成器1台）（専用霧化器10台）(専用霧化

器（ハイノズル付）5台）（電解補助液

（500mℓ×8本入）2本）（除菌水（20ℓ）2

本）、（不織布マスク（2,000枚入）3箱）合

計＝945千円

公共施設15カ所

公共施設に次亜塩素酸水霧化器を設置し、会

議等の前後に噴霧することで新型コロナウイ

ルスの感染拡大に務めることができた。ま

た、職員に対しマスクを配布し、来庁者の対

応も対策を講じることができた。

総務課

2 ー － ー ー ー ー ー

3
雇用創生事業（公共施設等消毒作

業員受入）

①雇用創生の観点から、働く場を求めている方を消毒作業員及び事務員として受入

れ、町内の公共施設等を消毒してもらい、新型コロナウイルスの感染拡大の防止を図

る。その人件費を支払うものである。

②③

(1)施設消毒作業員（10名）

【1月迄の支払実績】

報酬：10,076,304円（10名分・1月分迄）

期末手当：1,530,215円（10名分）

社会保険料：1,787,534円（10名分・1月迄）

旅費（費用弁償）：102,010円（10名分・1月迄）

実績計　13,496,063円

【2～3月支出見込】

報酬：2,722,728円（10名分）

社会保険料：380,524円（10名分）

費用弁償：27,880円（10名分）　支払見込計　3,131,132円

小計(1)　　16,627,195円

(2)消毒事務員報酬（2名）

【11～1月の支払実績（3ヶ月）】

報酬：（短大卒139,909円+高卒131,961円）×3ヶ月=815,610円

期末手当：（短大卒104,931円+高卒98,970円）=203,901円

社会保険料：（短大卒88,527円+高卒79,037円）=167,564円

旅費（費用弁償）：（6,500円×2名）×3ヶ月=39,000円

実績計1,226,075円

【2～3月支出見込】

報酬：（短大卒139,909円+高卒131,961円）×2ヶ月=543,740円

社会保険料：（短大卒23,964円+高卒21,413円）×2月=90,754円

費用弁償：（6,500円×2名）×2ヶ月=26,000円

支払見込計660,494円　小計(2)　1,886,569円

合計(1)+(2)　18,513,764円　≒18,514千円

④消毒作業員、消毒事務員（会計年度任用職員）

43,952 44,286 18,354,615 18,354,615 感染症対策

(1)施設消毒作業員（10名）

報酬：12,700,440円

期末手当：1,530,215円

社会保険料：2,147,125円

旅費（費用弁償）：128,625円

実績計（1）　16,506,405円

(2)消毒事務員報酬（2名）

報酬：2,142,934円

期末手当：203,901円

社会保険料：87,316円

費用弁償：104,000円

実績計(2)　2,538,151円

合計(1)+(2)　19,044,556円

雇用創生の観点から、働く場を求めている方

を消毒作業員及び事務員として受入れ、町内

の公共施設等を消毒してもらい、新型コロナ

ウイルスの感染拡大の防止に務めた。特に、

こども園関係施設の消毒作業は、園関係者の

負担や園児保護者の不安軽減につながったと

思われる。

総務課

4 ー － ー ー ー ー ー



5
雇用調整助成金等経営相談強化体

制事業

①新型コロナウイルス感染防止のため、影響を受けた事業者

へ専門家（社労士、税理士、中小企業診断士）による相談体

制の強化しその充実を図る。

②③専門家（社労士、税理士、中小企業診断士）への報酬

369千円（施策説明会）+5,703千円（個別説明会）+171千

円+604千円=6,847千円

④金武町商工会へ委託

　集団指導：1組13名×3回

　個別相談：192件

43,952 44,260 6,847,000 6,847,000
経済対策・そ

の他

専門家（社労士、税理士、中小企業診断士）

への報酬

369千円（施策説明会）+5,703千円（個別説明

会）+171千円+604千円=6,847千円

金武町商工会へ委託

集団指導：1組13名×3回

個別相談：192件

新型コロナウイルス感染拡大のため、影響を

受けた事業者へ専門家（社労士、税理士、中

小企業診断士）による相談体制の強化したこ

とで、事業者が国や県の支援を受けることが

できた。

商工観光課

6 新型コロナウイル緊急支援金

①新型コロナウイルス感染症に係る休業等により、著しく売

り上げ減少の影響を受けた町内の飲食店、小売業、宿泊業等

に対し支援金を給付する。

②③【第１波】100,000円×274件=27,400千円

　　　【第3波】150,000円×150件＝22,500千円

計49,900千円

④-

43,952 44,286 50,000,000 46,100,000
経済対策・そ

の他

【第１波】100,000円×274件=27,400千円

【第3波】150,000円×150件＝22,500千円

計49,900千円

新型コロナウイルス感染症に係る休業等によ

り、著しく売り上げ減少の影響を受けた町内

の飲食店、小売業、宿泊業等に対し支援金を

給付することで、事業活動の一助となった。

商工観光課

7 水道事業会計補助事業

①コロナ禍で経済活動の自粛や学校等の長期休業が想定さ

れ、上下水道使用量の需要が増え、家庭や事業所における負

担増となることが想定されることから、経済対策の一環とし

て行う事業である。

②町としての経済対策として町の水道事業会計に補助し、水

道料金の免除に要する費用を交付対象経費とする。（金武町

水道事業会計に繰り出し）

③

31,401千円（4,609件：金武町水道事業会計への補助金）

+1,531千円（436件：伊芸区簡易水道事業への補助）

=32,932千円（5,045件）　　減額270千円

計32,662千円

※金額は5月～7月の3ヵ月分で積算。

④金武町水道事業会計

43,963 44,098 32,661,031 32,661,031
経済対策・そ

の他

31,401千円（4,609件：金武町水道事業会計へ

の補助金）+1,531千円（436件：伊芸区簡易水

道事業への補助）

=32,932千円（5,045件）　　減額270千円

計32,662千円

コロナ禍で経済活動の自粛や学校等の長期休

業が想定され、上下水道使用量の需要が増

え、家庭や事業所における負担増となること

から同事業を実施することで経済的支援が図

られた。

総務課



8
下水道事業特別会計操出・補助事

業

①コロナ禍で経済活動の自粛や学校等の長期休業が想定さ

れ、上下水道使用量の需要が増え、家庭や事業所における負

担増となることが想定されることから、経済対策の一環とし

て行う事業である。

②町の下水道事業特別会計に下水道料金の免除に要する費用

を交付対象経費とする（金武町下水道事業特別会計に繰り出

し）

③

5,343千円（1,410件：金武町下水道事業特別会計への繰出

金）+1,727千円（404件：伊芸地区農業集落排水事業特別会

計への補助金）=7,070千円（1,814件）　　増額505千円

計7,575千円

※金額は5月～7月の3ヵ月分で積算。

④金武町水道事業会計

43,963 44,176 7,574,420 7,574,420
経済対策・そ

の他

5,343千円（1,410件：金武町下水道事業特別会

計への繰出金）+1,727千円（404件：伊芸地区

農業集落排水事業特別会計への補助金）

=7,070千円（1,814件）増額505千円

計7,575千円

コロナ禍で経済活動の自粛や学校等の長期休

業が想定され、上下水道使用量の需要が増

え、家庭や事業所における負担増となること

から同事業を実施することで経済的支援が図

られた

総務課

9
金武町プレミアム商品券事業（プ

レミアム分及び事務費）

①地域の飲食店等を応援する目的で金武町商工会に加入し、

同事業加盟店で利用できるプレミアム付き商品券の発行す

る。

本事業は本来年末年始の経済活性化を目的に実施する事業で

あるが、コロナ禍の状況を鑑みて、当初予算編成時の趣旨を

変更し前倒しで６月に実施する。

②プレミアム率１０％の助成金

③・プレミアム分（100,000千円×10％＝10,000千円）

・臨時職員1名給与（1名×12月×148,500円＝1,782千円）

　・管理及び事務費（3,110千円）

　　　　印刷費：2,012,450円

　　　　消耗品費：1,001,876円

　　　　振込手数料：95,674円

　　計　14,892千円

④金武町商工会

43,983 44,190 14,119,517 12,869,500
経済対策・そ

の他

プレミア分（10％)

9,295,000千円

臨時職員1名

2,052,814円

印刷費及び事務費

2,771,703円

計　14,119,517円

販売率：99.7％

換金率：99.4％

プレミアム商品券事業を前倒しで実施したこ

とにより、コロナ禍で苦境に立つ事業者を消

費喚起により支援できた。また、コロナ禍の

生活支援の一助となった。

商工観光課



10
生活支援地域商品券配布事業（金

武町プレミアム付商品券の配布）

①新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けやすい

住民税非課税世帯及び一人親世帯の生活支援のための地域商

品券の無料配布を行う。

②対象となる1,408世帯に1万円分の商品券を配布

③・商品券（10千円×1,377世帯＝13,770千円）

　・印刷（49千円）

　・送付料（103千円）

　・電算システム改修（776千円）

　　計　14,698千円

④非課税世帯・一人親世帯

44,075 44,286 14,698,038 14,698,038
経済対策・そ

の他

・商品券（10千円×1,377世帯＝13,770千円）

・印刷（49千円）

・送付料（103千円）

・電算システム改修（776千円）

　計　14,698千円

新型コロナウイルス感染症で経済的影響を

被った住民税非課税世帯・ひとり親世帯を対

象に地域商品券を無料配布することで生活支

援を図ることができた。

総務課

11 金武町社交飲食業組合補助事業

①金武町社交飲食業組合運営費にかかる補助金である。

　同組合員は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、休業

や時間短縮営業等を余儀なくされ、事業収入が大幅に減少し

ているが、組合員支援のための活動を継続する必要があるた

め、組合運営費の一部を補助するものである。

②同組合の活動基金は組合員からの組合費で賄っているが、

新型コロナウイルス拡大に係る緊急事態宣言に伴い、休業せ

ざるを得ない組合員が相次ぎ、本来徴収予定の組合費は

1,660千円だったが、332千円のみの徴収となった。その差額

分の1,328千円を町が補助する。

③本来の組合費：1,660千円

　実際の組合費：332千円

　差額：1,660千円-332千円＝1,328千円

　　今回補助金（1,328千円）

④金武町社交業飲食業組合

43,983 44,286 1,328,000 1,328,000
経済対策・そ

の他

新型コロナウイルス拡大に係る緊急事態宣言

に伴い、休業せざるを得ない組合員が相次い

だことから、組合活動及び事業者を支援する

ため、本来徴収予定の組合費のうち1,328千円

を町が補助した。

組合費の一部を補助することで、コロナ禍に

おける組合活動及び事業者の一助となった。
商工観光課



12 感染防止対策整備事業

①新型コロナウイルス感染防止対策を実施するため、消毒用品、マスク、非接触型体温計、大型扇風

機（換気対策）、災害避難所における仕切り、サーモグラフィーカメラ、消毒作業車（リース）を整

備する。

②③　・消毒用品（2,920千円）

　・妊婦・高齢者等への不織布マスク

　　（66円×22,000枚＝1,452千円）

　・全世帯への不織布マスク配布

　　（2,200円×5,500世帯＝12,100千円）

　・再流行警戒による不織布マスク備蓄分

　　（2,200円×5,500世帯＝12,100千円）

　・非接触型体温計（13,000円×38本＝494千円）

　・大型扇風機（9,000円×36台＝324千円）

　・災害避難所仕切り（59,400円×8セット＝476千円）

　・サーモグラフィーカメラ（348,200円×16台＝5,572千円）

　・消毒作業車（車両4台152,000円×9ヵ月＝1,368千円）

　【追加分】

　・サーモグラフィーカメラ６台分賃借料

　　（月額41,800×６台×３ヶ月＝753千円）

　・次亜塩素酸水（9,500円×10本＝95千

　・消毒用アルコール（3,850円×200本＝770千円）

　・手指消毒液（1,100円×100個＝110千円）

　・使い捨てゴム手袋（1,800円×100個＝180千円）

　・タオルペーパー（3,800円×200個＝760千円）

　・不織布マスク大人用50箱（41,250円×110箱＝4,538千円）

　・不織布マスク大人用50箱（41,250円×1箱＝42千円）

　・不織布マスク児童用50箱（52,800円×3箱＝159千円）

　　合計　44,329千円

④・マスク→町内全世帯

　・消毒用品、非接触型体温計、大型扇風機、サーモグラフィーカメラ、消毒作業車→町内公共施設

　・災害避難所仕切り→町内避難所

43,983 44,286 45,856,037 45,856,037 感染症対策

・消毒用品（2,920千円）

　・妊婦・高齢者等への不織布マスク

　　（66円×22,000枚＝1,452千円）

　・全世帯への不織布マスク配布

　　（2,200円×5,500世帯＝12,100千円）

　・再流行警戒による不織布マスク備蓄分

　　（2,200円×5,500世帯＝12,100千円）

　・非接触型体温計（13,000円×38本＝494千円）

　・大型扇風機（9,000円×36台＝324千円）

　・災害避難所仕切り（59,400円×8セット＝476千円）

　・サーモグラフィーカメラ（348,200円×16台＝5,572千円）

　・消毒作業車（車両4台152,000円×9ヵ月＝1,368千円）

　【追加分】

　・サーモグラフィーカメラ６台分賃借料

　　（月額41,800×６台×３ヶ月＝753千円）

　・次亜塩素酸水（9,500円×10本＝95千

　・消毒用アルコール（3,850円×200本＝770千円）

　・手指消毒液（1,100円×100個＝110千円）

　・使い捨てゴム手袋（1,800円×100個＝180千円）

　・タオルペーパー（3,800円×200個＝760千円）

　・不織布マスク大人用50箱（41,250円×110箱＝4,538千円）

　・不織布マスク大人用50箱（41,250円×1箱＝42千円）

　・不織布マスク児童用50箱（52,800円×3箱＝159千円）

　　合計　44,329千円

新型コロナウイルス感染防止対策を実施する

ため、消毒用品、マスク、非接触型体温計、

大型扇風機（換気対策）、災害避難所におけ

る仕切り、サーモグラフィーカメラ、消毒作

業車（リース）を整備することにより、感染

症拡大防止の対策が図られた。

総務課

13
金武町農業者支援事業（営農推進

アドバイザー委託事業）

①新型コロナウイルス感染症の拡大による農家の影響を最小

限にするためにアドバイザーを設置する。（アドバイザーは

経営指導の資格を保有している方）

②③委託料

（9,179円/日×16日/月×8ヵ月×1人＝1,175千円）

④新型コロナウイルスの影響があった町内農業者

43,922 44,286 1,174,912 1,174,912
経済対策・そ

の他

営農推進アドバイザー業務（新型コロナウイ

ルス感染症に係るもの）

1,174,912円

9,179円/日×128日/年×1人＝1,174,912円

被支援者延べ人数204人

新型コロナウイルス感染症による農業経営へ

の影響を軽減するために営農推進アドバイ

ザーを設置したことにより、コロナ禍で苦境

に立つ農業者を支援することができた。

農林水産課



14

金武町プレミアム商品券事業【第

2弾】（プレミアム分及び事務

費）

①地域の飲食店等を応援する目的で金武町商工会に加入し、

同事業加盟店で利用できるプレミアム付き商品券を発行す

る。【第2弾】

②プレミアム率20％→町内全ての店舗

　プレミアム率30％→町内飲食店に限る　の助成金

③・プレミアム分（130,000千円×20％＝26,000千円）

　・飲食店等プレミアム分（20,000千円×30％＝6,000千

円）

　・臨時職員2名給与（1,485千円）

　　　　7ヶ月雇用（148,500円×7ヶ月＝1,039,500円）

　　　　3ヶ月雇用（148,500円×3ヶ月＝445,500円）

　・管理及び事務費（4,183千円）

　　　　印刷費：3,681,700円

　　　　消耗品費：404,800円

　　　　振込手数料：95,674円

　・減額668千円

　　計　37,000千円

④金武町商工会

44,075 44,286 35,914,712 35,914,712
経済対策・そ

の他

プレミア分（10％)

31,224,000千円

臨時職員1名

905,278円

印刷費及び事務費

3,481,759円

計　35,914,712円

販売率：100％

換金率：99.1％

コロナウイルスの影響が長期化するなか、プ

レミアム率を引き上げた商品券事業第2弾を実

施したことにより、コロナ禍で苦境に立つ事

業者を消費喚起により支援できた。また、コ

ロナ禍の生活支援の一助となった。

商工観光課

15 医療従事者慰労事業

①新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査を実施し、感染

拡大防止に日々尽力している医療従事者等の慰労目的で地域

商品券を配布する。

②③商品券配布（30人×10千円＝300千円）

減額（８人×10千円＝８０千円）　総事業費　220千円

④町内医療従事者

44,105 44,286 220,000 220,000
経済対策・そ

の他

地域商品券10,000円×22名（医療従事者）

＝220,000円

新型コロナウイルス感染拡大防止に努める医

療従事者に商品券を配布することにより慰労

することができ、モチベーション維持にも効

果があった。

また、現金では無く商品券を給付する事で、

貯蓄に回る事が無く、消費活動が刺激される

効果もあった。

こども支援課

16 保育・学童従事者慰労事業

①緊急事態宣言下の保育・学童従事者に対しての事業継続慰

労として商品券を配布する。

②③商品券配布（262人×10千円＝2,620千円）

増額（４人×10千円×40千円）　総事業費　2,660千円

④就学前保育施設、学童従事者職員

44,105 44,286 2,660,000 2,660,000
経済対策・そ

の他

地域商品券10,000円×266名（保育・学童従事

者）

＝2,660,000円

緊急事態等の宣言下においても原則開所し、

利用者の受け入れを継続する保育・学童の従

事者に対し商品券を配布し慰労することがで

き、モチベーション維持にも効果があった。

また、現金ではなく商品券を給付すること

で、貯蓄にまわることがなく、消費活動が刺

激される効果もあった。

こども支援課

17 ー － ー ー ー ー ー



18
ネットワーク環境施設整備事業

（本庁舎）

①現在、各学校のネットワークについては、サーバー及びセ

キュリティ機器（ファイアーフォール）等を役場を通して管

理しているが、ＧＩＧＡスクール構想の実現のためにはケー

ブルや機器の更新が必要となるため、整備を図る。

②役場庁舎内のサーバー室内の機器及び各小中学校への接続

ケーブルの整備

③機器・材料費：11,981,651円

　調査・設計・設定・施工費：4,764,925円

　一般管理費：853,424円

　　計　17,600千円

④金武町役場本庁舎

44,182 44,286 76,450,000 14,850,000 感染症対策

役場庁舎におけるネットワーク環境施設の整

備

14,850千円

各学校への通信回線については、役場庁舎内

のサーバー及びセキュリティ機器を通してい

るため、役場庁舎内の機器の更新及び各学校

への接続ケーブル等の整備を実施することが

できた。

学校教育課

19
情報機器整備事業（タブレット端

末整備）

①国が進めるGIGAスクール構想に伴い、町内各小中学校に

タブレット端末を整備する。

②生徒分の必要台数が1,161台で、そのうち2/3分（774台）

は文部科学省補助、1/3分（387台）は町負担で事業を進め

る。

　また、教職員（予備機含む）分の必要台数が100台で、す

べて町負担で事業を進める。

③町負担分（50千円×487台＝24,350千円）

④町内各小中学校

44,182 44,286 62,230,000 24,350,000 感染症対策

中川小学校　78台

金武小学校　558台

嘉芸小学校　215台

金武中学校　410台

　　合　計　1,261台

令和2年度に在籍した教諭、児童及び生徒全員

分のタブレット端末を購入し、整備すること

ができた。

学校教育課

20
学生就学支援事業Ⅰ（生活困窮世

帯）

①新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮する世帯

の学生（高校・大学・専門学校）の就学支援のため補助金及

び事務費である。

②1人につき5万円の補助金

③・補助費（50千円×240人＝12,000千円）

　・事業案内に係る有線放送手数料（１千円×10日分＝10千

円）

　・補助金交付に係る振込手数料（300円×700人＝210千

円）

　・事務消耗品費（90千円）

　　計　12,310千円

減額（50千円×96人＝4,800千円）　総事業費　7,440千円

④生活保護世帯を除く非課税世帯又はひとり親世帯の16～22

歳の学生

44,081 44,286 8,444,880 8,444,880
経済対策・そ

の他

1人につき5万円の補助金

・補助費（50千円×168人＝8,400千円）

・補助金交付に係る振込手数料（300円×136

件＝45千円）

　計　8,445千円

本町出身又は、本町在住で高等学校、大学等

に就学している非課税世帯を対象に、就学を

支援するための支援金を給付することで、新

型コロナウイルス感染症に伴う経済的負担の

軽減が図られた。

総務課



21 地上デジタル放送情報発信事業

①新型コロナウイルス感染症関連情報等を町民に伝達する手

段として、各世帯が保有するテレビの琉球朝日放送（QAB）

データ放送を活用した情報発信事業の運用に係る使用料であ

る。

②③利用料：1,100千円（支払1回のみ）

　　　月々使用料：165千円×6ヶ月＝990千円

　　　　計　2,090千円

減額（月々使用料165千円×6か月＝990千円）

総事業費：1,100千円

④町内全世帯（使用料の支払い先→QAB）

44,044 43,887 1,100,000 1,100,000 感染症対策

利用料：1,100千円（支払1回のみ）

月々使用料：165千円×6ヶ月＝990千円

計　2,090千円

減額（月々使用料165千円×6か月＝990千円）

総事業費：1,100千円

新型コロナウイルス感染症関連情報等を町民

に伝達する手段として、各世帯が保有するテ

レビの琉球朝日放送（QAB）データ放送を活

用し、町をはじめ国や県の新型コロナウイル

ス感染症に関する情報を発信できた。

総務課

22 図書消毒機購入事業

①図書館に図書消毒機を設置し、新型コロナウイルス感染拡

大を防止する。

②③図書消毒機一式購入（1,400千円）

　　　・図書消毒機：979,000円

　　　・消毒抗菌剤：5,500円

　　　・紫外線殺菌ランプ：38,500円

　　　・保守料（5年）：264,000円

　　　・設置及び送料：112,200円

減額（入札残209千円）　総事業費　1191千円

④町立図書館

44,104 44,189 1,190,200 1,190,200 感染症対策 図書消毒器を１月から一般利用を開始

新型コロナウイルス感染防止のため図書消毒

器を導入し衛生的にも利用者が安心して図書

館を利用する事ができ利用者数を維持する事

ができた

社会教育課

23 家賃支援補助事業

①国が実施する家賃支援給付金を受給した町内の事業者に対

し、事業者負担分を町が支援するための給付金である。（国

2/3、町1/3）

②③給付金（25千円×70業者×6ヵ月＝10,500千円）

④町内事業者

44,105 44,286 10,487,294 10,487,294
経済対策・そ

の他

国が実施する家賃支援給付金を受給した町内

の事業者に対し、事業者負担分を町が補助し

た。

77件：10,487,294円

事業に係る固定経費（家賃）を支援すること

で、コロナ禍における事業活動の一助となっ

た。

商工観光課



24
ネイチャーみらい館指定管理委託

料見直し事業

①新型コロナウイルス感染症拡大による影響によって、施設利用者が大幅

に減少したため、ネイチャーみらい館の維持管理費に係る費用として指定

管理委託料を見直すものである。

②ネイチャーみらい館の維持管理費に係る費用である。

③光熱費（125,000円×12ヶ月＝1,500,000円）

　ゴミ回収業務費（24,860円×12ヶ月＝298,320円）

　浴場浴槽保守費（44,229円×12ヶ月＝530,748千円）

　消防設備保守費（63,250円×2回＝126,500円）

　浄化槽汲み取り費（63,250円×12ヶ月＝759,000円）

　電気保守費（11,990円×12ヶ月＝143,880円）

　サーバー管理費（33,000円×12ヶ月＝396,000円）

　ＰＣ保守費（33,000円×12ヶ月＝396,000円）

　宿泊システム管理費（33,000円×12ヶ月＝396,000円）

　館内音楽管理費（6,600円×12ヶ月＝79,200円）

　館内マット・便座管理費（30,000円×12ヶ月＝360,000円）

　ＮＨＫ年間契約費（140,910円）

　施設リース管理費（150,000円×12ヶ月＝1,800,000円）

　車両保険料、車検費（125,000円×12ヶ月＝1,500,000円）

　通信年間費（1,000,000円）

　ネット旅行社システム管理費（16,500円×12ヶ月＝198,000円）

　　計　9,624,558円

④ネイチャーみらい館

44,105 44,286 9,624,558 9,624,558
経済対策・そ

の他

新型コロナウイルス感染症拡大による影響に

よって、施設利用者が大幅に減少したため、

ネイチャーみらい館の維持管理費に係る費用

として指定管理委託料を見直し、増額して支

援した。

指定管理委託料

9,624,558円

指定管理委託料を見直したことで、コロナ禍

においても適切に施設を維持・管理すること

ができた。

商工観光課

25 嘉芸小学校手洗い場設置工事事業

①嘉芸小学校の管理・特別教室棟に手洗い場を設置し、感染

防止対策を講じる。

②③設置工事経費（5,000千円）

④嘉芸小学校

44,105 44,286 4,890,600 4,890,600 感染症対策

嘉芸小学校管理棟2階手洗場設置

工事費：4,890,600円

嘉芸小学校の管理・特別教室棟の一部に手洗

い場を設置することにより、児童の新型コロ

ナウイルス感染症感染対策を講じることがで

きた。

学校教育課

26 ー － ー ー ー ー ー

27 感染予防対策事業(消防負担金）

①救急搬送を行う隊員の感染予防対策として必要資材の購入

への負担金

②金武地区消防衛生組合消防本部負担金

③資材購入費総額：10,319,000円×39.08％（金武町負担割

合）＝4,032,999円≒4,033,000円

④金武地区消防衛生組合

44,189 44,252 4,033,000 4,033,000 感染症対策
資材購入費総額：10,319,000円×39.08％（金

武町負担割合）＝4,032,999円≒4,033,000円

救急搬送を行う隊員の感染予防対策として必

要資材の購入への負担金として執行。
総務課



28 スマートフォン決済導入事業

①税等のスマホ決済を導入し、新型コロナウイルス感染防止

を図る。他者との接触制限を継続的に実施でき、納付方法の

選択肢が増え、納税者の利便性向上にも繋がる。

②③システム改修費（スマホ決済対応一式）：433,400円

（納税対象：16,879件）

④役場庁舎

44,174 44,286 433,400 433,400 感染症対策

システム改修費（スマホ決済対応一式）：

433,400円

（納税対象：16,879件）

税等のスマホ決済を導入し、新型コロナウイ

ルス感染防止を図る。他者との接触制限を継

続的に実施でき、納付方法の選択肢が増え、

納税者の利便性向上が図られた。

総務課

29
交通弱者医療機関高齢者送迎支援

事業

①新型コロナウイルスの感染拡大の防止により、外出を控え

る交通弱者の日常生活を支援するため、高齢者通院移動に係

る費用を補助する。

②③高齢者通院支援サービス委託費　852千円

5,680円（往復）×月9日×5か月×3人＝852,000円）

④高齢交通弱者

44,075 44,286 1,163,246 1,163,246
経済対策・そ

の他

透析患者送迎　　　　　利用者　５人

延べ利用回数　1,181回　　　　実績額

2,537,580円

新型コロナウイルス感染拡大防止により、医

療機関が実施する車両による送迎が中止と

なった為、医療機関に個別で通院の出来ない

交通弱者を支援する為に、「交通弱者医療機

関高齢者送迎支援事業」を実施することで高

齢者の病気の悪化を抑え、健康維持に効果が

あった。

保健福祉課

30 券売機購入事業

新型コロナウイルスの飛沫感染防止対策として、券売機を購

入する。

②③券売機備品購入費　1,309千円（町民11,452名）

④役場庁舎

44,166 44,286 1,309,000 1,309,000
経済対策・そ

の他

券売機備品購入費　1,309千円（町民11,452

名）

新型コロナウイルスの飛沫感染防止対策とし

て、券売機を購入する。券売機を設置するこ

とで、各種手数料の手続きの際に窓口での接

触を極力少なくすることで感染防止対策が図

られた。

総務課

31
選挙システムネットワーク環境整

備事業

①新型コロナウイルスの飛沫感染防止対策として、期日前投

票所を増設し、選挙受付システムを庁舎外でも使用できるよ

うにして、３蜜を防ぐ。

②③システム改修委託費　1,128千円（選挙人8,969名）

④中川地区公民館、伊芸地区集会所、屋嘉地区公民館

44,103 44,153 1,151,700 1,151,700 感染症対策
システム改修委託費　1,128千円（選挙人8,969

名）

新型コロナウイルスの飛沫感染防止対策とし

て、期日前投票所を増設し、選挙受付システ

ムを庁舎外でも使用できるようにして、３蜜

を防ぐことができた。

総務課

32 観光防災Wi-Fi設置事業

①新型コロナウイルス等の防災情報発信や、コロナ収束後の

町の観光情報等を発信する。

②③Wi-Fi設置委託費　1,686千円

④ネイチャーみらい館（２カ所）

44,105 44,235 1,685,200 1,685,200
経済対策・そ

の他

観光防災Wi-Fiの設置

2箇所：1,685,200円

新型コロナウイルス等の防災情報発信や、コ

ロナ収束後の町の観光情報等の発信を目指

し、観光防災Wi-Fiを設置することができた。

商工観光課



33
行政IT化推進事業（PC環境整備事

業）

①新型コロナウイルス等の感染拡大に備え、行政機能を強化

するため、テレワーク環境整備を行う。

②③備品購入費：4,590千円

・パソコン（115,720円×25台）2,893,000円

・圧着機　1,397,000円（１台）

・プリンター　299,200円（１台）

④役場庁舎

44,019 44,165 4,589,200 4,589,200 感染症対策

備品購入費：4,590千円

・パソコン（115,720円×25台）2,893,000円

・圧着機　1,397,000円（１台）

・プリンター　299,200円（１台）

新型コロナウイルス等の感染拡大に備え、行

政機能を強化するため、テレワーク環境整備

を行った。

総務課

34 公立学校施設３密対策整備事業

①「新しい生活様式」を踏まえた３密対策を実施する。

②③空調設備・手洗器・改修：4,419千円（18箇所）

金武小学校

保健室空調設備（726,000円）、音楽教室空調設備（621,500

円）、普通教室トイレ換気（550,000円）

嘉芸小学校保健室空調設備（15,840円）、普通教室空調設備

（180,510円）、図書室空調設備（98,560円）、音楽室空調

設備（327,250円）、PC教室等空調設備（116,710円）

中川小学校手洗器（189,728円）、職員室空調設備（31,680

円）

金武中学校家庭科室（200,200円）、生徒会室空調設備

（289,300円）、音楽・家庭科室空調設備（400,257円）、特

別支援教室空調設備（251,460円）、理科室空調設備

（63,800円）、普通教室空調設備（35,970円）、美術室空調

設備（36,300円）、普通教室空調設備冷却塔（283,360円）

④金武町立金武・中川・嘉芸小学校、金武中学校

43,922 44,208 13,082,025 9,976,765 感染症対策
空調設備・手洗器改修

18箇所：4,218,225円

新型コロナウイルス感染症対策として常時換

気や手洗を徹底して行う必要があり、本事業

で改修することにより感染症対策を講じるこ

とができた。

学校教育課


