
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活用事業

大分県竹田市

事業
番号

事　業　名 目的・効果 事業概要 事業期間 事業費（円）

1 学校保健特別対策事業費補助金
各学校が段階的な学校再開に際して、感染症対策等を徹底しながら児童及び生徒の学習保障をするための新たな試みを実施するに当たり、校長の
判断で迅速かつ柔軟に対応することができるよう、学校教育活動の再開を支援する経費を1校あたり100万円を上限とし補助する。

学校における感染症対策等支援及び子供たちの学習保障支援
（小学校、中学校）

令和３年５月～令和４年３月 13,215,485

2
竹田市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子補給金
（R2借入分）

大分県が実施する融資に生じる利子を助成することにより、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い苦しくなった資金繰りを支援し、事業の継続を支援
する。

借入金の利子のうち運転資金を補助 令和３年１２月～令和４年３月 1,951,000

3
竹田市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子補給金
（R３借入分）

大分県が実施する融資に生じる利子を助成することにより、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い苦しくなった資金繰りを支援し、事業の継続を支援
する。

借入金の利子のうち運転資金を補助 令和３年８月～令和４年３月 871,000

4 竹田市事業継続支援事業
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、売上高減少等の影響を受ける市内事業者又は個人事業主に対し、経営の安定化を図ることを目的に支援金
を交付する。

令和3年4.5月の売上と前年同期の売上を比較したときの減少率に応じ助成 令和３年６月～令和４年３月 60,060,000

5 竹田市新型コロナ対策地域再生支援事業
中小企業や小規模事業者の新しい事業の立ち上げや，他分野の業種とのコラボ等，現状の改善とともに，アフターコロナを見据えた事業や取組みの
スタートアップを支援する。また，中小企業等の経営改善に資する事業以外にも，行動範囲が制限され，家庭以外の接点を持つことが難しくなってい
る地域課題の解決につながる取組みを支援する。

採択された事業の実施に要する経費を補助金で交付 令和３年７月～令和４年３月 5,948,000

6 竹田市商工観光団体連携協議会事業
経営に大きな影響を受けている民間団体が連携して、コロナ対策の取組みを行うために設立した協議会に補助金を交付し、民間団体による自発的か
つ新しい取組みを支援するとともに、個店での対策が難しい取組みを効果的に実施する。

テイクアウトに対応する店舗の情報発信サイト「おうちでPROごはん。プロジェクト」の再開及び運用、テイクアウト事業促進企画の実施 令和３年６月～令和４年３月 785,516

7 竹田市新型コロナ対策環境整備支援事業 飲食店、宿泊施設、観光施設等の事業者を対象に、新型コロナウイルスの感染を防止するために安心・安全に利用ができる環境整備を支援する。 コロナの感染防止のための備品購入、設備費、改修等に要する経費を補助 令和３年６月～令和４年３月 11,675,000

8 竹田市介護サービス事業所等継続支援事業
新型コロナウイルス感染症防止対策として、介護サービス事業所等が要した、経済的・人的負担について、今後も継続して事業運営できるように、継
続支援交付金を交付する。

市内に活動拠点がある、介護保険事業所、養護老人ホーム及び障害福祉事業所を運営する法人へ継続支援交付金を交付 令和３年７月～８月 7,800,000

9 竹田市医療機関等感染症対策体制整備事業
新型コロナウイルス感染症防止対策として、医療機関等が要した、経済的・人的負担について、今後も継続して事業運営できるように、継続支援交付
金を交付する。

市内に活動拠点がある、病院、診療所、歯科診療所又は調剤薬局を運営する法人へ継続支援交付金を交付 令和３年９月～１２月 9,696,845

10 農業活性化・スタートアップ圃場設置事業 コロナ禍における新たな働き方（副業、兼業等）を希望する者など、多様な担い手を確保・育成するため、リース方式の圃場整備を支援する。 農業団体（行政機関含む）及び生産者で組織する団体へリース方式の圃場整備を支援する 令和３年１２月～令和４年３月 61,996,792

11 学校施設児童生徒教職員用トイレブース自動水栓化改修事業
学校施設内における新型コロナウイルス感染症防止対策として、児童・生徒及び教職員が利用するトイレブースの手洗い水栓を自動化することによ
り、接触によるウイルス感染の防止を図る。

トイレブースの手洗い場の自動水洗化
（小学校及び中学校）

令和３年７月～令和４年３月 6,661,600

13 教育支援体制整備事業費交付金 社会生活維持に必要な幼稚園の感染リスクの低減を図る。
新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした保健衛生用品等の整備
（手洗い石鹸液、紙ウエス、便座用除菌液、手指消毒液等）

令和３年８月 354,140

14 学校ネットワーク増強事業
安定的なネットワーク環境を整備し、新型コロナウィルスの感染が拡大する中でも対面によらない授業体制を構築することで、児童の継続的な学習機
会の確保を図る。

公立小学校・中学校のネットワーク環境整備 令和３年８月～１２月 7,900,805

15 庁舎オンライン会議環境整備事業 職員のテレワーク及びオンライン会議の利用を促進し、対面による感染リスク低減を図る。 市役所庁舎のＷＥＢ会議用ブース、パソコンなどの備品購入及びWiFi環境整備 令和３年７月～令和４年３月 6,626,321

16 農業サポーター活用支援事業
新型コロナウィルスの影響により外国人材の確保が困難な農家が，竹田市地域農業経営サポート機構の「農業サポート人材バンク」を活用して農業
サポーターを雇用することにより労働力の確保を図る。

サポーターにかかる賃金・交通費・宿泊費・保険料を補助 令和４年１月～３月 5,536,421

17 衛生施設感染拡大防止事業 竹田市所管の衛生施設において感染者が発生した場合の施設消毒および感染拡大防止を図る。
消毒および感染拡大防止に要する消耗品の購入
（消毒用アルコール、個人防護具簡易セット、サーマルカメラ等）

令和３年８月～１２月 290,620

18 公立保育所網戸設置事業
新型コロナウイルス対策として保育所の保育室や調理室等の換気を実施する際に、網戸を設置し虫等の侵入を防止することで、衛生面に配慮した感
染症防止対策を図る。

公立保育所に網戸を設置する
（竹田保育所、都野保育所）

令和３年８月～１０月 828,300

19 子ども・子育て支援施設自動水栓改修事業 新社会生活維持に必要な教育施設等の感染リスクの低減を図る。 保育所、放課後児童クラブ等子ども・子育て支援施設に自動水栓を設置する 令和３年１０月～令和４年３月 1,539,100

20 歯科口腔保健教室 マスク着用下での歯科保健教室を実施することで、新型コロナウィルス感染症対策への理解を深め、教育機関での感染拡大防止を図る。 小中学校における健康教育の実施 令和３年８月～令和４年２月 168,340

21 公立保育所空調設備設置事業 新型コロナウイルス感染症等に対応した空調設備を設置することにより，感染拡大を防止するとともに園児等の感染リスクの低減を図る。
空調設備の設置
（久住保育所）

令和３年１０月～令和４年３月 1,672,000

22
消防本部庁舎内感染防止対策事業
(消耗品関係)

庁舎内の感染防止対策を強化し、来庁者及び職員間の感染リスク低減を図る。
庁舎内における衛生備品の整備
（ハンドディスペンサー、ハンドタオル、フェイスガード等）

令和３年４月～１０月 365,443

23
消防本部庁舎内感染防止対策事業
(備品関係)

発熱の有無を早期に把握し、また手指消毒機器を非接触型にすることにより庁舎内での感染リスク低減を図る。 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ及び非接触型手指消毒機器の整備 令和３年８月～１０月 337,480

24
消防本部庁舎環境改善事業
（備品関係）

空気清浄器を消防庁舎内に整備し隊員の感染リスクの低減を図る。 空気清浄機の整備 令和３年８月～１０月 691,240
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25
消防本部電解水生成器整備事業
（備品関係）

救急車内や汚染物及び庁舎内を電解水で消毒することにより、職員や市民への感染拡大リスク低減を図る。 電解水生成器の整備 令和４年１月～２月 572,000

26
消防本部感染防止対策事業
（医薬材料関係）

救急隊の感染防止対策を強化するため各種機器を整備し、隊員の感染リスクの低減を図る。
感染防止対策で使用する医薬材料の整備
（N95マスク、ゴーグル等）

令和３年８月～令和４年３月 1,584,770

27
消防本部低濃度オゾン発生装置整備事業
（備品関係）

救急車内に低濃度オゾンを発生させる装置を整備し車内環境を改善し、消毒効果を向上することでコロナ禍における感染リスクの低減を図る。 低濃度オゾンを発生する装置を救急車へ整備する 令和３年９月～１２月 820,050

28 久住分署安全・安心・衛生確保事業 社会生活維持に必要な庁舎等の感染リスクの低減を図る。 手洗い場の自動水洗化及び事務室・食堂2か所の空調設備の改修 令和３年１０月～令和４年２月 1,218,000

29 久住分署感染防止対策資機材倉庫整備事業 久住分署の資機材倉庫を車庫内へ設置し、社会生活維持に必要な庁舎等の感染リスクの低減を図る。 車庫内に倉庫を整備する 令和３年８月～１０月 719,928

30 救急予備資機材整備事業
感染者または感染が疑われる傷病者を病院へ収容した際にPCR検査等で病院滞在時間が遅延し、帰署後の車内消毒に相当の時間を要するため予
備資機材を整備して救急要請が重複した際に他の車両で対応ができるよう救急資機材の強化を図る。

救急予備資機材の整備
（患者監視装置一式、吸引機等）

令和３年９月～令和４年２月 4,145,900

31 軽救急車整備事業
現在のコロナ禍において、救急車両及び搬送先の感染防止対策等のため一回の出動に時間がかかり、救急車が不足している状況にある。軽救急車
を整備することで、安定した救急業務等を継続して実施することができる環境を整備する。

軽救急車の整備 令和３年９月～令和４年３月 5,431,900

32 庁舎Web会議環境整備事業 職員のテレワーク及びオンライン会議の利用を促進し、対面による感染リスク低減を図る。 ＷＥＢ会議で使用するモニター、パソコンなどの備品整備 令和３年９月～令和４年１月 319,033

33 移住定住施設サーマルカメラ購入事業 入口にサーマルカメラを設置することにより、早期の発熱者の発見につながることで感染拡大の低減を図る。 サーマルカメラの整備 令和３年１０月 215,600

34 イベント開催におけるコロナ対策支援事業 第22回「竹楽」イベント開催にあたり、新型コロナウィルス感染症対策に要した経費を補助する。 入場制限のための整理券印刷、人流管理のための警備員配置、消毒液等備品の整備 令和３年１０月～令和４年３月 710,047

35 竹田市城下町交流館「集」ネットワーク整備事業 アフターコロナの新しい生活様式を見据えテレワーク環境を整備することで、都市部からの受け入れ態勢を構築する。 ネットワーク環境の整備 令和４年２月～３月 472,442

36 エアーテント整備事業
市内で多数の新型コロナウイルス感染者が発生した際の応急救護所、また感染者を病院へ搬送する際、収容先病院が決定するまでの一時待機所と
して活用し、感染者の負担軽減を図るとともに感染拡大防止を目的とする。

エアーテント整備 令和３年１０月～令和４年２月 5,997,200

37 第二次竹田市事業継続支援金
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、売上高減少等の影響を受ける市内事業者又は個人事業主に対し、経営の安定化を図ることを目的に支援金
を交付する。

令和3年7月又は8月の売上が対前年又は対前々年同月比で20%以上減少している事業者に対して助成 令和３年１０月～１２月 61,040,000

38 公立幼稚園大型提示装置購入事業 大型提示装置を設置することで教室等における３密を回避することで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び児童の感染リスク軽減を図る。 大型提示装置の整備 令和３年１２月～令和４年２月 999,900

39 公立学校施設空調機取替工事 新型コロナウイルス感染症等に対応した空調設備に更新することにより，感染拡大を防止するとともに児童の感染リスクの低減を図る。
空調機器の改修
（竹田小学校、竹田南部中学校）

令和３年１０月～令和４年３月 4,109,292

40 竹田市コロナ対策プレミアム付商品券事業第４弾 市内の店舗等で利用できる商品券を発行し，市内経済の活性化を図る プレミアム付き商品券の発行
令和４年１月～
（令和４年度繰越事業）

41 竹田市城下町交流館「集」空調設備設置工事 既存空調設備では盛夏及び厳冬期の室内環境の確保が困難であるため追加設置を行い、定期的な自然換気を可能とすることで感染症対策を図る。 空調設備の設置 令和４年２月～３月 247,500

42
子ども・子育て支援交付金
（放課後児童クラブ等におけるＩＣＴ化推進事業を除く）

新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら子育て支援業務を継続的に実施するための経費を国、県、市で助成 職員のかかり増し経費や衛生用品の購入に係る放課後児童クラブ等事業者への補助 令和３年５月～令和４年３月 4,921,318

43
疾病予防対策事業費等補助金
（マイナンバー情報連携体制整備事業）

新型コロナ感染症流行下でロタウイルス予防接種履歴を正確に把握するため、マイナンバー制度によるシステム連携の改修を行う 予防接種台帳システムの改修 令和３年６月～９月 448,800

44
児童福祉事業対策費等補助金
（感染防止に配慮した児童虐待・DV等相談支援体制強化事業）

新型コロナ感染症流行下で迅速な児童虐待防止の情報共有を行うため、システム構築に必要な改修を行う 児童情報管理システムの改修 令和３年１２月～令和４年３月 479,600

45
保育対策総合支援事業費補助金
（保育環境改善等事業のうち新型コロナウイルス感染症対策支援事業）

新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら子育て保育施設を継続的に実施するための経費を国、市で助成 職員のかかり増し経費や衛生用品の購入に係る教育・保育施設事業者への補助 令和３年９月～１０月 3,580,027

46
保育対策総合支援事業費補助金
（保育所等業務効率化推進事業（保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業））

新型コロナ感染症流行下で病児保育事業を円滑に行うため、業務のＩＣＴ化を行う 予約・キャンセル等ＩＣＴシステムの導入費用を補助金により助成 令和３年９月～１０月 440,000

47 地方創生テレワーク推進交付金 域外の民間事業者の進出及び地域課題とのマッチングを促進し、竹田市の地域課題の解決など新たな事業展開を生み出す場としていく。 サテライトオフィス環境整備及びプロモーション等のプロジェクト推進 令和３年８月～令和４年３月 23,543,000



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活用事業

大分県竹田市

事業
番号

事　業　名 目的・効果 事業概要 事業期間 事業費（円）

48
疾病予防対策事業費等補助金
（健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業）

竹田市において、健(検)診結果等の情報について、国が定める標準的な様式に対応できるようにシステム整備を行う。 健康管理システムの改修 令和４年１月～３月 1,485,000

49
疾病予防対策事業費等補助金
（健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業）

竹田市において、個人がマイナポータルを通じて健(検)診情報を閲覧できるために必要なシステム改修を行う。 健康管理システムに登録されているデータを中間サーバーへ副本データ登録するためのシステム改修 令和４年１月～３月 2,585,000


