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2020.6.9 ver.1.0 総務政策課 地域づくり推進室

玉城町新型コロナウイルス 特別対策

総額 17億4,063万円
特別定額給付金 15億6,207万円
子育て世帯臨時特別給付金 2,718万円

第１弾 800万円
第２弾 16億1,600万円
第３弾 1億1,663万円

＜詳細版＞

玉城町特別対策 1億5,138万円

1号補正：4月10日専決 2号補正：5月 8日専決 3号補正：5月25日専決

※左記のうち④ケアハイツ及び⑮玉城病院
の「非接触赤外線温度計」計40万円は先行
して実施し、5号以降の補正予算で対応す
るため、3号補正への計上はない。



玉城町新型コロナウイルス 特別対策事業 段階別イメージ

緊急時対応段階

・マスクde元気プロジェクト推進事業

・感染防止対策事業

・自治区等感染対象対策支援事業

・公共的空間安全・安心確保事業

・緊急対応型雇用創出事業①②

・社会福祉施設感染症対策支援事業

・ひとり親世帯等支援給付金交付事業

・妊婦支援給付金交付事業

・保育料・児童クラブ利用料免除事業

・保育所給食費免除事業

・水道料免除事業

・感染症拡大防止協力応援交付金

・就学援助要件緩和・拡充事業

・きめ細かな医療提供体制構築事業

・生活福祉資金返済免除事業

緊急時対応段階
継続・回復段階

・中小企業等金融対策事業

・テイクアウトＥＣ（Webショップ）化支援事業

・ＥＣ（Webショップ）化支援・強化および

特産品等魅力発信事業

継続・回復段階

・健康づくり支援事業

・プレミアム商品券発行事業

・クラウドファンディング応援事業

予算額 １１５，３８６千円
予算額 １７，０００千円

予算額 １９，０００千円

予算総額 １５１，３８６千円

オール玉城で
元気回復！

※特別定額給付金、子育て世帯臨時特別給付金を除く

※下線は第3弾
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玉城町 新型コロナウイルス 特別対策事業一覧 （1/2）

単位：千円

№ 事 業 名 担当課 目的 段階 予算額 第１弾 第２弾 第３弾 第４弾… 備 考

1
マスクde元気プロジェクト
推進事業

総務政策 マスク不足解消 緊急 1,200 600 600

2 感染防止対策事業 総務政策 感染症対策備蓄資材整備 緊急 11,022 2,750 5,500 2,800

3
自治区等感染対象対策支
援事業

総務政策 自治区等活動支援 緊急 8,000 8,000

4
公共的空間安全・安心確
保事業

総務政策 公共施設等環境整備 緊急 11,000 2,250 787 7,963
ｹｱ 200千円
は年度内に
予算措置

5
緊急対応型雇用創出事業
①

総務政策
失業者支援・就職サポート
（会計年度任用職員）

緊急 9,000 9,000

6
緊急対応型雇用創出事業
②

総務政策
失業者支援・就職サポート
（委託型）

緊急 21,000 21,000

7
社会福祉施設感染症対策
支援事業

保健福祉 福祉事業者支援 緊急 4,460 4,460

8
ひとり親世帯等支援給付
金交付事業

保健福祉 特別生活支援 緊急 5,876 5,876

9 妊婦支援給付金交付事業 保健福祉 特別生活支援 緊急 2,400 2,400

10
保育料・児童クラブ利用料
免除事業

保健福祉 特別生活支援 緊急 7,600 7,600

11 保育所給食費免除事業 保健福祉 特別生活支援 緊急 1,600 1,600

12
水道料免除事業（水道事
業企業会計繰出）

上下水道 住民生活支援 緊急 12,300 12,300

※第1弾は第1号補正予算，第2弾は第2号補正予算，第3弾は第3号補正予算
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玉城町 新型コロナウイルス 特別対策事業一覧 （2/2）

単位：千円

№ 事 業 名 担当課 目的 段階 予算額 第１弾 第２弾 第３弾 第４弾… 備 考

13
感染症拡大防止協力応援
交付金事業

産業振興 事業者支援 緊急 15,500 11,500 4,000

14
就学援助要件緩和・拡充
事業

教育委員会 特別生活支援 緊急 1,200 1,200

15
きめ細かな医療提供体制
構築事業

病院老健
感染リスク抑制・医療従事
者負担軽減

緊急 200 200
年度内に予
算措置

16
生活福祉資金返済免除事
業

保健福祉 特別生活支援 緊急 3,000 3,000

17 中小企業等金融対策事業 産業振興 事業者支援
緊急
回復

2,000 2,000

18
テイクアウトＥＣ（Webショッ
プ）化支援事業

産業振興 テイクアウト事業支援
緊急
回復

9,000 100 8,900

19
ＥＣ（Webショップ）化支援・
強化を通じた特産品等魅
力発信事業

産業振興 通販・キャッシュレス支援
緊急
回復

6,000 6,000

20 健康づくり支援事業 保健福祉 健康回復・増進 回復 2,000 2,000

21
プレミアム商品券発行事
業

産業振興 消費喚起 回復 15,000 15,000

22
クラウドファンディング応援
事業

産業振興 事業者支援，消費喚起 回復 2,000 2,000

計 151,386 8,000 26,763 116,623

※第1弾は第1号補正予算，第2弾は第2号補正予算，第3弾は第3号補正予算



玉城町特別対策事業の概要

No.1 マスクde元気プロジェクト推進事業 総務政策課

【事業概要】

マスク不足に伴い、玉城町生涯現役促進協議会の呼びかけによりマ
スクを住民に製作いただき、町が買い上げ、小中学校や福祉施設等
に配布する。

【対象】
保育所園児，小中学生，福祉施設利用者，独居高齢者など

【目的】
マスク不足の解消および就労機会の創出

【事業費】
1,200千円 （第2弾，第3弾）

【積算内訳】
第2弾 04-01-01 010501 感染症対策事業

10需用費 @200×3,000枚＝600千円

第3弾 04-01-01 010501 感染症対策事業
10需用費 @200×3,000枚＝600千円

【5月末までの実績（概数）】
・5月中旬 小中学校児童生徒 1,500枚
・町内保育園児（3~5歳） 400枚
・独居高齢者 400枚
・障害福祉サービス利用者 100枚
・要介護認定者 450枚

計 2,850枚

No.2 感染防止対策事業
保健福祉課
総務政策課

【事業概要】

避難所の衛生環境を保つため、マスクや衛生品のほか除菌液生成
機器や簡易間仕切り等の資材を避難所に整備する。

【対象】
公共施設（指定避難所等）

【目的】
感染症対策備蓄資材の整備

【事業費】
11,050千円 （第1弾，第2弾，第3弾）

【積算内訳】
第1弾 04-01-01 010501 感染症対策事業

03職員手当等：特殊勤務手当 28千円
10需用費：消毒液等衛生品 2,722千円

第2弾 09-01-04 010101 災害対策経費
10需用費：サージカルマスク50,000枚 3,300千円
17備品購入費：除菌電解水生成装置 2台 2,200千円

第3弾 09-01-04 010101 災害対策経費
10需用費：簡易間仕切り等100セット 2,475千円

その他避難所用消耗品 325千円

緊急時対応段階 緊急時対応段階
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玉城町特別対策事業の概要

No.3 自治区等感染症対策支援事業 総務政策課

【事業概要】

近年頻発、激甚化する自然災害等に備えるため、自治会や自主
防災組織等の備蓄や活動費等の一部を支援する。

【対象】
自治区、自主防災組織等

【目的】
地域の感染症対策を支援し、地域防災力の向上につなげる

【事業費】
8,000千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 02-01-09 010101 諸費経費

18負補交：自治区基本額 @20,000 1,380千円
世帯加算額 @1,000 5,900千円
自主防加算 @20,000 720千円

＜ケース①：自治区の場合＞
20,000+1,000×100世帯＝120,000円（上限額）

＜ケース②：自主防のある又は設立を目指す自治区等の場合＞
20,000+1,000×100世帯+20,000＝140,000円（上限額）

No.4 公共的空間安全・安心確保事業

【事業概要】

公共空間での感染機会を削減するため、公共施設等の隔壁の設置
や居室の改修、またオンライン環境を整備する。

【対象】 役場庁舎、保健福祉会館等公共施設
【目的】 公共施設の感染症対策にかかる環境整備
【事業費】 11,000千円 （第1弾，第2弾，第3弾）
【積算内訳】

第1弾 04-01-01 010501 感染症対策事業
12委託料：情報ネットワーク環境整備 550千円
17備品購入費：保育所空気加湿清浄機 8台 400千円
14工事請負費：さくら児童館手洗場設置 1,300千円

第2弾 04-01-01 010501 感染症対策事業
10需用費：窓口アクリル板等 787千円

第3弾 02-01-08 010101 インターネット事業
13使用料：オンライン会議システム使用料 540千円
17備品購入費：オンライン用ＰＣ30台 4,500千円

03-01-09 010101 福祉・保健施設経費
10需用費：保健福祉会館相談室改修 1,500千円
17備品購入費：加湿器 3台 150千円

04-01-01 010501 感染症対策事業
10需用費：感染症対策用消耗品 556千円
17備品購入費：非接触赤外線温度計 2台 400千円

※ケアハイツ用「非接触赤外線温度計」1台 200千円は、先行し
て老人保健施設事業会計で支出し、今年度内に補正措置する。

※玉城病院（№15）についても同様。
※11,000千円との差額117千円は、既決予算で支出した需用

費等の経費を想定。

緊急時対応段階 緊急時対応段階
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保健福祉課
総務政策課



玉城町特別対策事業の概要

No.5 緊急対応型雇用創出事業① 総務政策課

【事業概要】

解雇止め、内定取り消し等の就労機会を失った方々などに対して、
町が一時的に会計年度任用職員として雇用し、就職をサポートする。

【対象】 失業者等

【目的】
失業者支援・就職サポート（会計年度任用職員として直接雇用）

【実施時期】
6月に募集し、7月上旬から雇用予定

【事業費】 9,000千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 04-01-01 010501 感染症対策事業

01報酬：会計年度任用職員 5人程度 7,192千円
03職員手当等： 501千円
04共済費：社会保険等 1,217千円
08費用弁償： 90千円

※年度末までの臨時的雇用（最速で7月～）

＜業務の例＞
・一般事務補助
・文書等整理
・ケーブルテレビ制作補助 など

No.6 緊急対応型雇用創出事業② 総務政策課 ほか

【事業概要】

解雇止め、内定取り消し等の就労機会を失った方々の雇用を条
件に事業を発注し、就職をサポートする。

【対象】 事業者，失業者等

【目的】
事業者支援、失業者支援・就職サポート（委託）

【実施時期】
6月中に企画案について公募予定

【事業費】 21,000千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 04-01-01 010501 感染症対策事業

12委託料：3～5事業 21,000千円

※新規雇用者（失業者）の人件費割合50％以上
※事業案を募集することも予定
※ソフト事業の実施を想定

＜事業の例＞
・公共施設の環境整備
・○○ブックの発行
・○○施設の運営補助 など

緊急時対応段階 緊急時対応段階
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玉城町特別対策事業の概要

No.7 社会福祉施設感染症対策支援事業 保健福祉課

【事業概要】

介護・障がい福祉サービス関連施設における感染防止用品の購入
等に必要な経費の一部を支援する。

また、就労継続支援Ｂ型事業所の最低平均工賃支払保障に対し給
付金を支給する。

【対象】 社会福祉事業者・団体
①社会福祉施設

1事業所あたり100千円又は1法人300千円のいずれか少ない額
②障がい者支援事業所（就労継続支援Ｂ型事業所）

最低平均工賃の支払い（3,000円/月）を支援 6ヶ月間

【期間】 ①②とも 6ヶ月間（4月~ 9月）

【目的】 社会福祉事業者支援

【事業費】
4,460千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 03-01-01 010201 社会福祉総務経費

18負補交：社会福祉施設 14事業所 1,400千円
6法人 1,800千円

障がい者支援事業所
4事業所 1,260千円

緊急時対応段階

No.8 ひとり親世帯等支援給付金交付事業 保健福祉課

【事業概要】

児童扶養手当（ひとり親世帯）及び特別児童扶養手当（障がい児）
支給世帯の児童に1人あたり30,000円を給付する。

【対象】
ひとり親世帯及び特別児童扶養手当支給世帯

（条件）
・児童扶養手当及び特別児童扶養手当の令和2年5月分の
支給対象世帯

（対象者）
・ひとり親世帯の児童 190人
・特別児童扶養手当支給世帯の児童 40人

【目的】 特別生活支援

【手続き】
・6/ 1 案内通知発送
・6/15 拒否の申し出締切
・6/29 支給（指定口座へ）

【事業費】 5,700千円 （第2弾）

【積算内訳】
第2弾 03-01-06 010201 子育て世帯への臨時特例給付金事業

19扶助費：給付対象者 190人 5,700千円

緊急時対応段階
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玉城町特別対策事業の概要

No.9 妊婦支援給付金交付事業 保健福祉課

【事業概要】
妊婦家庭の生活を支援するため、妊婦一人につき30,000円を給付

する。

【対象】
妊婦 80人
（条件・・・以下をすべて満たす方）

・令和2年4月28日現在で町住民基本台帳に登録されている方
・給付決定日に町住民基本台帳に登録されている方
・令和2年6月1日までに妊娠届出書が提出されている方
・妊娠中又は出産日が令和2年4月28日以降の方

（対象者）
・給付対象者 約80人

【目的】 特別生活支援

【手続き】
案内発送 ： 5/28
申請期間 ： 6/1~8/31
随時支給 ： 15日〆⇒月末支給

【事業費】 2,400千円 （第2弾， 第3弾）

【積算内訳】
第2弾 03-01-06 010201 子育て世帯への臨時特例給付金事業

19扶助費：給付対象者 80人 2,400千円

No.10 保育料・児童クラブ利用料免除事業 保健福祉課

【事業概要】

医療従事者など登所・利用自粛要請期間にやむを得ず登所又は利
用された児童のいる世帯に対し4～5月の保育料および児童クラブ利

用料を免除する。また自粛に協力いただいた世帯についても、生活支
援の観点から免除する。

【対象】
・3歳未満児をもつ世帯（保育料無償化のため）
・登所・利用自粛要請期間にやむを得ず登所又は利用された児童

のいる世帯
・登所・利用自粛要請期間に協力いただいた世帯

【目的】 特別生活支援

【手続き】 保育料：4月、5月分を6月、7月の保育料に充てる
放児ク： 4月、5月分を返金する

【事業費】 7,600千円 （第3弾） ※歳入の減額

【積算内訳】
第3弾 14-01-02 01-001児童福祉費負担金

保育料：4～5月分 6,000千円
歳入22-05-01 03-001児童福祉施設費収入

放課後児童クラブ利用料： 4～5月分 1,600千円

緊急時対応段階 緊急時対応段階
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玉城町特別対策事業の概要

No.11 保育所給食費免除事業 保健福祉課

【事業概要】

医療従事者など登所粛要請期間にやむを得ず登所又は利用され
た児童のいる世帯に対し4～5月の保育所給食費を免除する。

【対象】
・3歳以上児をもつ世帯（保育料無償化のため）
・登所自粛要請期間にやむを得ず登所又は利用された児童のいる
世帯

【目的】
特別生活支援

【手続き】
給食費：4月、5月分を6月、7月の保育料に充てる

【事業費】
1,600千円 （第3弾） ※歳入の減額

【積算内訳】
第3弾 歳入22-05-01 03-001児童福祉施設費収入

保育給食副食材料費： 4～5月分 1,600千円

緊急時対応段階

9

No.12 水道料免除事業
（水道事業企業会計繰出）

上下水道課

【事業概要】
水道料金のうち基本料金を３ヶ月間（5月~7月検針分）を免除する。

【対象】
給水契約者（個人、法人問わず）

【目的】
特別生活支援，事業者支援

【事業費】
12,300千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 13-01-02 010101水道事業３条会計繰出金

27繰出金： 約6,141件 12,300千円

緊急時対応段階



玉城町特別対策事業の概要

No.13 感染症拡大防止協力応援交付金事業 産業振興課

【事業概要】

感染拡大防止に向けた休業要請等に応じている事業者等に対して、
協力金を交付する。

【対象】 協力事業者・団体
①県事業の町負担分

１事業あたり50万円給付のうち25万円
②玉城町版協力金Ⅰ（県対象外事業所を対象）

１事業所あたり20万円
③玉城町版協力金Ⅱ（宣言延長：5/7～5/14に対する協力金，

県対象事業所のみ）
１事業所あたり10万円

【目 的】 中小企業支援

【事業費】 15,500千円 （第2弾，第3弾）

【積算内訳】
第2弾 07-01-02 010201 中小企業休業等要請協力金給付事業

18負補交：①県事業負担分 30店舗 7,500千円
②県対象外（町単独分） 20店舗 4,000千円

（町商工会）
第3弾 07-01-02 010201 中小企業休業等要請協力金給付事業

18負補交：③宣言延長分 40事業所 4,000千円

緊急時対応段階

10

No.14 就学援助要件緩和・拡充事業 教育委員会

【事業概要】

経済的に困窮する児童・生徒のいる世帯に対し、学用品費や給食費
などの援助要件の緩和・拡充を行う。

【対象】
経済的に困窮する児童生徒のいる世帯

・直近の収入で判定する
・現状から1割程度の増加額を見込む

【目的】
特別生活支援

【事業費】
1,200千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 10-02-02 010501小学校教育振興経費

19扶助費：対象世帯１割程度増加想定 650千円
10-03-02 010101中学校教育振興経費
19扶助費：対象世帯１割程度増加想定 550千円

※5月下旬に通知

緊急時対応段階



玉城町特別対策事業の概要
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No.15 きめ細かな医療提供体制構築事業 病院老健事務局

【事業概要】

感染リスクの抑制と医療従事者の負担軽減を図るため、非接触
赤外線温度計を玉城病院内に設置する。

【対象】
玉城病院

【目的】
感染リスク抑制・医療従事者負担軽減

【事業費】
200千円 （第3弾）

【積算内訳】
※先行して病院事業会計で支出し、今年度内に補正措置する。
※ケアハイツ玉城（№4）についても同様。

緊急時対応段階

No.16 生活福祉資金返済免除事業 保健福祉課

【事業概要】

感染症等の影響で生活に困窮する世帯に対し、生活福祉資金
貸付金の返済免除を行う。

【対象】
生活困窮世帯

【目的】
特別生活支援

【事業費】
3,000千円 （第1弾の拡充）

【積算内訳】
第1弾 03-01-01 010301社会福祉協議会経費

18負補交：30,000円/世帯 3,000千円

緊急時対応段階

イメージ



玉城町特別対策事業の概要
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No.18 テイクアウトＥＣ（Webショップ）
化支援事業 産業振興課

【事業概要】

感染症拡大防止のためテイクアウト事業に着手するレストランやカ
フェなどの飲食店の商品について、事前注文や決済できる取り組み
を支援する。また、web上で利用拡大キャンペーンの開催やキャッ
シュレス利用促進にむけた還元キャンペーンなどの取り組みを行う。

【対象】
テイクアウトに取組む飲食店

【目的】
テイクアウト・キャッシュレス支援

【事業費】
9,000千円 （第2弾，第3弾）

【積算内訳】
第2弾 07-01-02 010201 中小企業休業等要請協力金給付事業

18負補交：地域商工振興事業補助金 100千円
（テイクアウト推進広告費用）

第3弾 07-01-02 010101 商工振興経費
12委託料： 8,900千円

※6月中に業務委託先選定開始
※7月から具体的事業に着手
※9月から運用開始

緊急時対応段階
継続・回復段階

No.17 中小企業等金融対策事業 産業振興課

【事業概要】

経済情勢の影響を大きく受けている事業者等に対し、保証料を助
成し、経営の安定化につなげる。

具体的には、新型コロナウイルス感染症による売上高減少等の事
由によりセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関
連保証に関する融資を利用した場合に、町が予算の範囲内で保証
料を補助する。

【対象】
セーフティーネット保証料を支払う対象事業者等

【目的】
経営継続・安定支援

【事業費】
2,000千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 07-01-02 010201 中小企業休業等要請協力金給付事業

18負補交：保証料補助金 2,000千円

緊急時対応段階
継続・回復段階



玉城町特別対策事業の概要
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No.20 健康づくり支援事業 保健福祉課

【事業概要】
町内31地区で実施している元気づくり事業を再開するにあたり、心

身の現状を把握し、健康の回復とさらなる体力の増進につなげるた
めの機器等を整備する。

【対象】
元気づくり事業参加者

【目的】
健康回復・増進

【事業費】
2,000千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 04-01-02 010201 健康づくり事業

17備品購入費： 健康づくり支援備品 2,000千円
（体成分分析器、ストレス測定器など）

継続・回復段階

No.19 ＥＣ（Webショップ）化支援・強化
を通じた特産品等魅力発信事業 産業振興課

【事業概要】
新たにふるさと納税のwebページを作成し、地場産品などを地域

内外に発信するとともに、地域産品の磨き上げを行い、ふるさと納
税拡大につなげる。またＥＣサイトや、決済システムの導入を支援し、
インターネットによる通信販売を支援・強化する。

【対象】 ＥＣ化に取組む事業者・団体

【目的】 通販・キャッシュレス導入支援

【事業費】 6,000千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 07-01-02 010101 商工振興経費

12委託料： 6,000千円
※6月中に業務委託先選定開始
※7月から具体的事業に着手
※9月から運用開始

緊急時対応段階
継続・回復段階

（イメージ）



玉城町特別対策事業の概要
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No.22 クラウドファンディング応援事業 産業振興課

【事業概要】

感染症の影響を受け、クラウドファンディングに取り組む事業者等
に対し、寄付募集にかかる手数料等を支援する。

【対象】 事業者

【目的】 事業者支援，消費の回復・増進

【時期】 7月：希望事業者等公募

【事業費】 2,000千円 （第3弾）

【積算内訳】
第3弾 07-01-02 010101 商工振興経費

18負補交： 4件程度 2,000千円

継続・回復段階

No.21 プレミアム商品券発行事業 産業振興課

【事業概要】

落ち込んだ消費の回復を図るため、町内商店等で利用できる商
品券を発行する

【対象】 個人・町内商店

【目的】 消費の回復・増進

【事業費】
15,000千円 （第3弾） ※プレミアム率40％
※2,500円券（@500円×5枚）を1,500円で販売予定
※事務は町商工会が担当

【期間】 7月：利用券発行（~R2.12月末まで）

【積算内訳】
第3弾 07-01-02 010102 プレミアム付商品券事業

18負補交： 15,000冊 15,000千円

継続・回復段階

〇クラウドファンディングとは・・・
群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語。商品やサービ

ス、企画など自分の活動やアイデアを実現するために、インターネットを通
じて不特定多数の人から資金を募る仕組みです。（HPより抜粋）

四日市商店連合会の例
（『さきめし券』プロジェクト）

（イメージ）


