
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事業の公表について 

 

１ 交付金の目的 

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策及びポストコロナに向けた経済

構造の転換・好循環の実現への対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施

できるよう、国が交付金を交付するものです。本交付金は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている

地域経済や住民生活の支援、事業継続や雇用維持等への対応、そして「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応、

ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を通じた地⽅創生を図ることを目的としています。 

 

２ 対象事業 

 

新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等を通じた地方創生に資する

事業（経済対策に対応した事業）の実施に要する費用の全部又は一部を負担する事業となっています。 

 

３ 令和３年度新型コロナウイルス感染症対策事業実績及び交付金額 

各地方公共団体への交付額は、地方⾃治体における感染状況、財政規模、人口などから算定された地方単独事業分の算定額のほ

か、国の補助事業等の地方負担分の算定額等の算定額の合計額となっています。 

 

【令和３年度＿奈義町新型コロナウイルス感染症対策事業】 

    

総 事 業 費   １６１，２０８，８２９円  ／   国交付金額   １１０，６０８，０００円 

※総事業費に対する国交付金の不足額が町費により支弁。 



事業名 事業概要 担当課 総事業費
（千円）

交付金充当額
（千円）

実施結果 事業担当課講評等

1 地域経済活性化生活応援事業
感染予防及び高齢者の生活応援、地域経済活性化事業
全町⺠にナギフトカードで3,000円分を給付、65歳以上の⽅には高齢者生活応
援給付金12,000円分を上乗せして給付

情報企画課 42,174 33,000

給付総額 41,415千円
・衛生対策費支援  5,745人×  3千円＝17,235千円
・高齢者生活応援  2,015人×12千円＝24,180千円
  利用額 38,700千円（利用率 93.44％）

利用者・事業者ともに大変高く評価された。その要因として
は、ナギフトカードへの給付により、町⺠の申請⼿続きが不要
なこと、事業者の換金の⼿間や非接触による感染予防対策に結
びつくこと、また町では、事務作業や印刷代等の経費が削減で
きることなどが上げられる。また、現金給付ではないため、本
⽅式による給付金は、確実に町内での消費喚起に結び付く。

2 地域環境整備事業 離職者支援・雇用創出事業（町内景観維持、町有地管理 （しごとえん委
託））

情報企画課 1,452 1,400 豊沢住宅跡地周辺の町有林を伐採、伐根
コロナ禍により離職者や収入減少した者への仕事斡旋により、
関係者から高い評価をいただいている。加えて、地域の環境美
化等にも結び付いている。

3 ふるさと小包助成事業 5,000円分の肉詰め合わせを3,500円で販売（送料含む） 産業振興課 3,842 1,000 販売数：735セット（上限1,000セット）／申込者数：311人
受付期間：6/5~7/18

前年度に引き続き、全国的に緊急事態宣言等により移動が制限
され、町外の親類や友人等に奈義町の味を届け、さらに肉の消
費拡大と畜産農家への支援の一助ともなり、一定の評価が得ら
れた。

4 町⺠ウォーキング応援事業
年齢に応じた目標歩数（1日当たり）のウォーキングをした⽅にナギフトポイ
ントを付与
目標達成10P/日、月間15日目標達成でボーナス50P

生涯学習課 1,054 1,000
ナギフト行政ポイント負担金・運営費負担金 990,100円
消耗品費等                  64,270円
利用ポイントが伸びず3月補正で減額

313名が参加し、事業への好評を得ている。健康促進のため今後
も実施。

5 たすけあい貸付金 貸付上限額（休業・失業それぞれ）
・2人以上の世帯 20万円以内・単身世帯 15万円以内

こども・⻑寿課 915 0
２人以上の世帯・＠200,000円×3件
単身世帯・＠150,000円×2件

事業の目的である、災害その他急激な経済情勢の悪化により生
活が困窮する町⺠に対し、応急に必要とする⼩⼝資金を貸し付
け、その生活の安定と生活意欲の増進を図ることができた。

6
奈義町農業用廃プラスチック処理手
数料支援事業（新規）

農業者等の経済的負担の軽減を図るために、農業用廃プラスチック処理⼿数
の一部（60円/Kg）を補助する。（JA処理⼿数料120円/Kg）

産業振興課 750 500
JA収集分 申請件数：86件 処理量：  7,621㎏
JA以外分 申請件数：11件 処理量：27,110㎏

農業資材の高騰や販売収入の減少に伴い、農業者の経済的負担
の軽減につながった。引き続き影響が予測されるため、次年度
以降も継続して実施が必要。

7 PCR検査等助成事業 新型コロナ予防意識の向上、不安の軽減
個人負担：PCR検査3,000円、抗体検査・抗原検査：検査費用の2分の1以内

こども・⻑寿課 1,179 800
PCR検査（一般）：32件 PCR検査（成人式）：１件
抗原検査：５件

新型コロナウイルス感染症予防の意識向上を図り、町⺠の不安
を軽減させることができた。

8 新生児臨時特別給付金事業 特別定額給付金上乗せ事業
基準日以降の出生者に10万円給付（対象：令和3年4月1日生まで）

税務住⺠課 100 80 申請1件（1件 100,000円支給済） 新型コロナウイルス感染による子育て世帯への収入減少を補う
国の事業に対し、対象外児への上乗せを行った

9 登園自粛による家庭保育協力金 保育園登園自粛に協力してくれた⽅に協力金として1園児に対して、1日500
円を支給

こども・⻑寿課 116 96 ＠500円×232日
新型コロナウイルス感染症の予防対策のために、保育園開園日
において、児童の家庭での保育に協力・理解をいただくことが
できた。

 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 取組実績と評価

No/区分
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事業名 事業概要 担当課 総事業費
（千円）

交付金充当額
（千円）

実施結果 事業担当課講評等No/区分

10 小・中学校コロナ対策事業 校内の消毒作業、空調機清掃、WiFi運用支援（要保護） 学事課 1,389 1,050
⼩・中学校消毒作業     653千円
空調機清掃（⼩学校）    450千円
Wifi運用支援（⼩・中12世帯）286千円

 ⼩・中学校校舎内の消毒作業等の実施による、感染症対策と
ともに教職員の負担軽減につながった。
 また、WiFi運用支援は、GIGAスクール構想における家庭での
遠隔授業や調べ学習ができる環境づくりに寄与した。

11 子育て世代学校等教育支援事業 ⼩・中学校の教材費無償化 学事課 6,571 5,040
⼩学校実績 3,472千円
中学校実績 3,099千円

 ⼩・中学生保護者の負担軽減に役立つとともに教職員の集金
等事務の軽減につながった。

12 子育て家庭食育支援事業 なぎビーフ・おかやま⿊豚、町内産野菜等の⾷材を提供（各学期に2回程度） 学事課 1,190 910
ナギビーフ（6回提供）  657千円
おかやま⿊豚（6回提供） 533千円

 ⼩・中学校の給⾷に、本町の優れた⾷材を提供することで、
子どもたちへの特産品の理解と郷土愛の醸成や地産地消へとつ
ながった。

13
子育て世帯への臨時特別給付
（新規・横出し措置）

特例給付相当の収入がある世帯に対して児童1人当たり10万円を給付する。 税務住⺠課 1,800 1,424 100,000円×18人（9世帯） 新型コロナウイルス感染による子育て世帯への収入減少を補う
国の事業に対し、対象外児への上乗せを行った

14 大学生等応援事業 大学生等の臨時雇用 情報企画課 868 700
・令和3年８月から９月末まで、６名の大学生を雇用。
・令和４年2月から３月末まで、3名の大学生を雇用。

コロナ蔓延防止のため大学等がリモート授業となり、帰郷した
学生の働く場の確保として実施。延９名の学生が保育園や放課
後児童クラブ、役場内等で勤務し、雇用した学生から高い評価
を得ている。

15 事業者継続支援給付金事業 1箇月の売上高（令和3年1月〜3月）が前年同月⽐で20％以上減少した事業者
に対し、法人40万円、個人20万円を給付

産業振興課 16,800 13,975 申請件数：66件（法人：18件、個人：48件）
受付期間：6/30まで

影響の⻑期化は業種を問わず続き、事業者の事業継続支援の一
助となり、一定の評価を得れた。

16 活性化支援券発行事業
地域経済活性化事業
登録店舗で使用可能な支援券（12,000円相当分）を10,000円で販売、2,000部
（ナギフトカード・紙券）

産業振興課 4,101 3,700

発行部数：2,000部（額面24,000,000円）※一般分
     788枚（額面：394,000円）※実行組合⻑分
販売期間：4/25~6/15（完売） 使用期間：5/1〜9/30
換金額：24,189,935円（換金率：99.16％）

影響を受けた町内商店等の活性化につながるものとなった。事
業者アンケートの結果から、いずれの業種からも実施してほし
い支援事業として要望があり、次年度は更なるプレミアをつけ
て実施が必要。

17 飲食店等支援事業 町内飲⾷店等で使用可能なグルメ券（5,000円相当分）を2,500円で販売 産業振興課 8,038 5,000
発行部数：3,000部（額面15,000,000円）
販売期間：10/9~11/6 使用期間：10/9〜1/31
使用状況：14,794,378円（換金率：98.63％）

緊急事態宣言等により⻑期化した営業自粛の影響は大きく、飲
⾷店からは本事業による売上額の増加への効果的な⽅策として
定評があり、今後も自粛ムードが予想されるため、継続して実
施が必要。

18 事業所感染症対策補助事業 感染事業費の3分の2以内、1施設当たり200千円以内 こども・⻑寿課 610 420 申請4件
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ経済活動を行
う事業者の支援ができた。令和２年度からの事業であり、令和3
年度を以て完了とする。
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事業名 事業概要 担当課 総事業費
（千円）

交付金充当額
（千円）

実施結果 事業担当課講評等No/区分

19 医療機関等感染症予防対策補助 感染事業費の10分の9以内、1施設当たり500千円以内 こども・⻑寿課 3,965 2,730 申請14件
新型コロナウイルス感染症予防対策として、町内の医療機関等
が感染予防のために物品等の購入、又は施設内の改修事業に要
した経費対して補助を行うことができた。

20 特産農産物支援事業 ①ふるさと特産便を通常価格の3割引きで販売
②町内農産物直売所での販売⼿数料の一部補助（補助額：2/3）

産業振興課 7,015 2,000

①ふるさと特産便事業
申込件数：874件（上限：1,160件）／申込率75.3%
②販売⼿数料補助事業
対象者数：134名
1回目：836,590円 2回目：522,250円 3回目：165,590円

農業資材の高騰や販売収入の減少に伴い、農業者の経済的負担
の軽減につながった。引き続き影響が予測されるため、次年度
以降も継続して実施が必要。

21 米価下落支援事業 米価下落の影響を受けた農業者等に対し、1,000円/俵を支援
収量減による影響に対し、主⾷用米500円/俵、もち米500円/俵を追加支援

産業振興課 39,655 30,000

対象農家 387件（個人：373件 法人：14件）
交付対象金額 40,614,000円
申請件数 345件（個人：331件 法人：14件）／申請率88.89％
申請面積 主⾷用米：305ha（作付面積から10a控除）
     もち米：11.87ha（作付面積控除なし）
交付金額 ＜当初分＞支援単価（主⾷用米）：1,000円/俵
     25,962,000円
     ＜追加分＞支援単価（主⾷用米）：500円/俵
          支援単価（もち米）：500円/俵
     13,568,000円
交付金額合計 39,530,000円（交付率：97.33％）

需要減による前年を上回る影響拡大に伴い、農家の農業経営の
安定化と生産意欲の維持向上に繋がる直接的支援策となり、一
定の評価を得られた。

22 なぎビーフ消費拡大推進事業

①なぎビーフの焼肉、すき焼き及びしゃぶしゃぶセットの仕入価格の3割を補
助し特別価格で提供
②指定飲⾷店がなぎビーフを使用した特別メニューに使用する肉の仕入価格
の３割を補助し特別価格で提供

産業振興課 1,332 1,000

①なぎビーフ精肉販売促進事業2021
＜第1弾＞販売期間：10/25~11/7
     販売数：133セット 補助金交付額：199,500円
＜第2弾＞販売期間：12/15~12/28
     販売数：123セット 補助金交付額：184,500円
②なぎビーフ消費拡大事業2021
実施期間 11/1~1/31 利用者数：433（団体・個人）
総消費量 約295㎏ 総事業費 2,680,195円
交付金額 804,053円

本事業をきっかけとした、なぎビーフの認知度と⾷への関心に
一定の効果が見込まれた。消費者も格段に増え、生産者、提供
者及び消費者すべてに一定の効果をもたらすことができた。

23 農業と観光推進事業費
ほ場で菜の花を栽培し、景観形成の推進と、開花後は緑肥として活用する農
業と観光の両立を行う農家等に対し、栽培等に要する経費として5,000円
/10aを補助

産業振興課 2,117 1,000
農家等 24件（個人：15件 法人：6件 団体他：3件）
栽培面積 42.34ha
交付見込額 2,116,800円

影響により低迷した観光産業を農業と結び付け、景観を観光資
源として活用し、付加価値の付く農産物の生産の推進ができ、
観光産業の活性化を図るため引き続き実施が必要。

24 町内木材成育促進事業 町内森林の枝打ち促進補助
町補助：5/10

産業振興課 580 500 事業量 7.45ha 580,240円
ウッドショックによる国内生産の受注バランスが崩れる中、山
林所有者への良質な木材の生育促進に繋がった。今後も影響が
予想されるため継続して実施が必要。

事
業
者
対
象



事業名 事業概要 担当課 総事業費
（千円）

交付金充当額
（千円）

実施結果 事業担当課講評等No/区分

25 ⺠間賃貸住宅整備支援事業 ⺠間賃貸住宅整備に対する助成制度
新築賃貸住宅(⼾建)１⼾あたり100万円

税務住⺠課 1,000 1,000 申請1件（1件 1,000,000円交付決定済） 住宅の確保のため、⺠間活力を支援するために実施。今後も継
続し、⺠間からの参入を図る。

26 教育文化振興事業 なぎの子じゅく等動画撮影配信事業 生涯学習課 100 100 横仙歌舞伎大公演撮影Youtubeへアップ 無観客公演の代替え及び活動周知のために実施し、関係者から
も好評を得た。今後は任意団体等独自で実施予定。

27 成人式コロナ対策事業 成人式延期に伴うキャンセル料助成
成人式収録・動画編集事業

生涯学習課 216 100 キャンセル料助成金支払い完了 令和3年度に於いて3名助成。以降は事業実施されることは見込
めないため、事業完了

28 テレワーク推進事業 光ファイバー接続工事補助 @40,000円 情報企画課 774 500 申請受付件数：24件
本事業の実施により、在宅でのリモート授業が可能となり、⼩
中学生自身のコロナへの感染、又は家族等の感染により学校に
登校できない児童生徒が授業に参加することが可能となった。

29 公共施設等整備事業 文化センター・ＢＧ水道蛇⼝改修等 生涯学習課 1,065 600 水道蛇⼝全取替完了 令和3年度に於いて全施設の蛇⼝を改修し事業完了

30 感染症対策事業費 その他感染対策の消耗品購入、臨時雇用人件費3名分、事務費 各課 10,441 7,350 会計年度任用職員３名分人件費他 総合評価対象外

161,209 116,975計
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