
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業の実施状況【令和２年度完了事業（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）】

No 交付金申請事業名 支出済額
[単位:千円]

交付金充当額
[単位:千円]

効果 具体的な理由

危機管理室 1 避難所における感染症予防対策事業
集団感染を発生させない避難所運営体制を確保するために、現状不足している物品を準備するも
の。

5,170 5,170 １.非常に効果的であった 避難所におけるマスク・消毒液等の必要量を確保し、受付時のアルコール消毒等に活用した。

危機管理室 2 避難所における感染症予防対策
集団感染を発生させない避難所運営体制を確保するために、現状不足している物品を準備するも
の。

6,087 6,087 １.非常に効果的であった 避難所におけるマスク・消毒液等の必要量を確保し、受付時のアルコール消毒等に活用した。

企画調整局 3 公立大学法人北九州市立大学授業料等減免交付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、修学支援新制度（授業料等減免）の対象者が、増加する
見込みのため、北九州市立大学に対して授業料等減免交付金を交付するもの。

3,438 3,438 １.非常に効果的であった
経済的に困窮した学生が、経済的理由で進学や修学の継続を諦めることなく、学び続ける機会を確保
できた。

企画調整局 4 「ウィズコロナ」「ポストコロナ」地方創生シティプロモーション
新型コロナウイルス感染症を契機とした社会環境や価値観の変化を大きなチャンスととらえ、「地方創
生」を推進するため本市の魅力や暮らしやすさを発信するもの。

12,907 757 １.非常に効果的であった
継続したシティプロモーションを有効に実施するためのコンテンツ整備について、本市にゆかりのあるインフ
ルエンサーやアーティストを活用することにより若者世代への発信力を高めた。

企画調整局 5 公立大学法人北九州市立大学遠隔授業環境整備事業 遠隔授業の開始に伴い、オンライン授業を行うために必要な通信環境の早急な整備を行うもの。 17,200 17,200 １.非常に効果的であった
学内の通信環境整備を早急に行ったことにより、対面授業と遠隔授業の並行した授業運営を滞りなく
行うことができた。

企画調整局 6 公立大学法人北九州市立大学緊急授業料減免交付金
北九州市立大学の設立団体である市として、学生が経済的な理由により修学を断念することがなく、
学びを継続することができるよう、独自の授業料減免制度の創設を支援するもの。

41,658 41,658 １.非常に効果的であった
新型コロナウイルス感染症拡大により家計が急変した学生が、経済的理由で修学の継続を諦めること
なく、学び続ける機会を確保できた。

総務局 7 新型コロナウイルス感染症対策広報事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のための啓発活動や、経済支援対策の広報活動等を行い、感染
拡大防止を呼び掛けるとともに、市民の不安払しょくに努めるもの。

66,345 66,345 ２.効果的であった
感染防止対策等についての様々な媒体を通じた広報・啓発や各種支援策一覧の全戸折り込み配布
等、市民が求める情報の周知徹底を図ることができた。

総務局 8 新型コロナウイルス感染症ワンストップ相談窓口運営事業
市民や企業・個人事業主など新型コロナウィルス感染症の影響で生活に困っている方の総合支援や、
感染拡大防止のための啓発活動、経済支援対策の広報活動等を行い、感染拡大防止を呼び掛け
るとともに、社会活動の不安払しょくに努めるもの。

35,714 35,714 ２.効果的であった
各種支援策の相談担当窓口等を一元的に案内する体制（窓口やナビダイヤル）を構築し、市民や
事業者からの相談にスムーズに対応することが出来たと同時に、保健所の負担軽減につながった。

総務局 9 テレワーク推進事業
職員やその家族等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等に、テレワーク端末を活用した在宅
勤務を可能とすることで、感染拡大防止及び業務の継続性を確保するもの。

2,479 2,479 ２.効果的であった
モバイル端末を活用した在宅勤務により、新型コロナウイルス感染拡大防止及び業務継続性を確保で
きた。

総務局 10 新型コロナウイルス感染症対策広報事業
感染拡大防止のための啓発活動、経済支援対策の広報活動等を行い、感染拡大防止を呼び掛け
るとともに、社会活動の不安払しょくに努めるもの。

30,000 30,000 ２.効果的であった
感染防止対策等についての様々な媒体を通じた広報・啓発や各種支援策一覧の全戸折り込み配布
等、市民が求める情報の周知徹底を図ることができた。

総務局 11 飲食店等感染症対策サポート事業
医療関係者や経済団体と連携して、飲食店等を対象に、北九州市版手引書の配布などによる感染
防止対策についての助言や相談を受ける仕組みを構築するもの。

4,076 4,076 ２.効果的であった
主に飲食店事業者を対象に、専門医による感染防止対策のセミナー開催や専門医監修の感染防止
対策マニュアルの作成などの支援を実施することができた。

総務局 12 福岡県緊急短期雇用創出事業実施
新型コロナウイルス感染症の影響により、学生・留学生を含め働く場を失った者に対し、緊急に短期の
雇用を創出するもの。

177,171 89,617 ２.効果的であった 働く場を失った方等に対し、一定数の雇用を創出することができた。

総務局 13 感染症対応のための体制拡充等に必要な時間外手当等
新型コロナウイルス感染症対応のための体制拡充等に必要となる、常勤職員の時間外勤務手当、特
殊勤務手当等について、年間所要額を計上するもの。

132,883 132,883 ２.効果的であった 本市として適切なコロナ対策・対応を行うことができた。

総務局 14 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための会計年度任用職員雇用
各施設において新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する業務や新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた者等に対する支援策を実施するための業務及び保健所等において新型コロナウイル
ス感染症対策に関する業務に従事するため、会計年度任用職員を雇用するための経費。

59,970 59,970 ２.効果的であった 感染防止対策やコロナの影響による業務増に対して迅速に対応ができた。

市民文化スポーツ局 15 区役所感染拡大防止対策事業
新型コロナウィルス感染症対策として、区役所・出張所の来庁者及び従事者の感染防止対策を実施
するもの。

42,995 42,995 １.非常に効果的であった 出入口へのアルコール消毒液の設置により、接触感染等のリスクを低減できた。

市民文化スポーツ局 16 民間文化施設等事業者緊急支援事業
緊急事態宣言を受け、休業に応じた市内の民間文化施設等事業者に対して、無観客での映像配信
設備等にかかる経費を支援するもの。あわせて、事業の再開に向けて必要となる施設の感染防止対
策にかかるワークショップを実施するもの。

39,069 39,069 １.非常に効果的であった
民間文化施設等の事業者へ映像配信に関する設備等の購入費用を助成することで、本市における
多様な表現及び鑑賞の場を守ることができた。

市民文化スポーツ局 17 区役所業務の見直し推進事業
Withコロナ、Afterコロナの「新しい生活様式」等へ対応した市民サービスおよび業務の効率性を図る
ため、区役所業務における「キャッシュレス化」及び「手続きのオンライン化」を推進するもの。

4,928 4,928 ２.効果的であった 職員と来庁者の接触機会の削減により感染拡大防止を図ることができた。

市民文化スポーツ局 18 アーティスト等の文化芸術活動支援事業
活動の機会を失っている市内のアーティスト等による文化芸術活動を支援し、在宅でも市民が文化芸
術に触れられる機会を創出するもの。

26,527 26,527 １.非常に効果的であった
活動の場を失ったアーティストへ発表の場を提供し、動画配信することで幅広く各活動を周知することが
できた。

市民文化スポーツ局 19 北九州市文化芸術活動再開支援助成金
市民が文化芸術を享受する機会の確保を目的として、文化芸術事業の舞台公演の開催を促進し、
本市の文化芸術活動の再開を支援するもの。

14,913 14,913 ２.効果的であった
各種芸術文化事業が自粛する中、事業者の活動再開を支援し、市民が芸術を享受する機会を創出
することができた。

市民文化スポーツ局 20 文化施設等感染拡大防止対策事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、休館施設について、開館及び主催イベント開催等
に必要な手指消毒液等の購入を行うもの。

2,281 2,281 １.非常に効果的であった 文化施設の出入口へのアルコール消毒液の設置により、接触感染等のリスク低減を図ることができた。

市民文化スポーツ局 21 文化芸術振興費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文化施設における開館及び主催イベント開催等に
必要な手指消毒液や赤外線カメラ装置の購入などを行うもの。

1,340 670 １.非常に効果的であった 適切な感染防止対策を取ることにより、クラスターの発生等を抑止することができた。

市民文化スポーツ局 22 文化芸術振興費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文化施設における開館及び主催イベント開催等に
必要な手指消毒液や赤外線カメラ装置の購入などを行うもの。

569 285 １.非常に効果的であった 適切な感染防止対策を取ることにより、クラスターの発生等を抑止することができた。

市民文化スポーツ局 23 文化芸術振興費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文化施設における開館及び主催イベント開催等に
必要な手指消毒液や赤外線カメラ装置の購入などを行うもの。

1,132 566 １.非常に効果的であった 適切な感染防止対策を取ることにより、クラスターの発生等を抑止することができた。

市民文化スポーツ局 24 文化芸術振興費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文化施設における開館及び主催イベント開催等に
必要な手指消毒液や赤外線カメラ装置の購入などを行うもの。

199 100 １.非常に効果的であった 適切な感染防止対策を取ることにより、クラスターの発生等を抑止することができた。

市民文化スポーツ局 25 文化芸術振興費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文化施設における開館及び主催イベント開催等に
必要な手指消毒液や赤外線カメラ装置の購入などを行うもの。

569 285 １.非常に効果的であった 適切な感染防止対策を取ることにより、クラスターの発生等を抑止することができた。

市民文化スポーツ局 26 文化芸術振興費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文化施設における開館及び主催イベント開催等に
必要な手指消毒液や赤外線カメラ装置の購入などを行うもの。

587 294 １.非常に効果的であった 適切な感染防止対策を取ることにより、クラスターの発生等を抑止することができた。

市民文化スポーツ局 27 文化芸術振興費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、館内の空気環境の改善を図るため、展示室内
の空調設備の改修をおこなうもの。

19,589 9,794 １.非常に効果的であった 館内の空気環境が改善されたことにより、クラスターの発生等を抑止することができた。

市民文化スポーツ局 28 文化芸術振興費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文化施設における開館に必要な時間制来館者シ
ステムの導入やサーマルカメラの購入などを行うもの。

4,185 1,000 １.非常に効果的であった 施設の出入口や館内各所に設置したアルコール消毒液によって館内での感染発生を防止できた。

保健福祉局 29 医療・福祉施設への特別給付金支給事業
感染拡大が危惧されるなか、最前線で尽力いただいている医療機関、高齢者・障害者施設等の従事
者に対し、手当の給付や職場環境の充実に充てるなどの支援金を支給するもの。

1,504,799 1,504,799 １.非常に効果的であった
当給付金は、施設職員の手当等の給付や職場環境の充実に係る経費に充てるなど、従事者が恩恵
を受ける形で活用された。医師会や一部の施設等から感謝の声をいただくなど、評価を受けている。

保健福祉局 30
医療機関・福祉施設従事者の感染防止対策支援事業
【感染症患者受け入れに対する支援金】

新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れた医療機関に対して1人につき30万円を給付するも
の。

60,000 60,000 １.非常に効果的であった
新型コロナウイルス感染症陽性者の入院を受け入れた医療機関に対して給付金を給付することで、入
院患者受け入れを円滑に進めることができた。

保健福祉局 31 医療機関、福祉施設等における新型インフルエンザ対策事業 医療機関、障害福祉施設、介護施設等へ配布するマスク、消毒液等の購入に要する経費。 61,385 42,000 １.非常に効果的であった
調達が困難であったN95マスク・医療用ガウン等の物品について市が確保し、医療機関や社会福祉施
設等へ配布することで、医療用備品不足の解消、感染防止対策に役立てた。

１．交付対象事業の名称 ３．予算執行状況 ４．事業実施による効果

担当局名 ２．事業の概要
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保健福祉局 32 在宅高齢者サポート事業
新型コロナウイルスに感染した保護者（濃厚接触者や疑いを含む）や感染に伴う事業所の休業等に
より福祉サービスの利用が困難となった利用者を、一時的に入所受入れ、あるいは訪問サービス等を提
供した事業者に対し、支援金を給付するもの。

450 450 １.非常に効果的であった
支援金を給付することで　事業所等が濃厚接触者を受け入れるインセンティブとなり、濃厚接触者の継
続的な介護サービス利用につながった。

保健福祉局 33 新型コロナウイルス感染症疑い患者診療支援事業
新型コロナウイルス感染症を疑われる者の診療を行う帰国者・接触者外来の機能を維持するため、帰
国者・接触者外来に係る経費を補助し、現行の外来診療体制を確保するもの。

254,100 254,100 １.非常に効果的であった
新型コロナウイルス感染症陽性者又は疑い患者の入院を受け入れた医療機関に対して給付金を給付
することで、患者受け入れ等を円滑に進めることができた。また、帰国者・接触者外来を設置した医療
機関に対して給付金を給付することで、感染疑い患者の受診促進に繋げることができた。

保健福祉局 34 介護サービス事業所等感染症対策強化事業
介護サービス事業所等における感染拡大防止対策の強化を図るため、専門家による研修や介護施
設等における家族等との面会時の感染防止策への補助を行うもの。

37,703 37,703 １.非常に効果的であった

【研修・ラウンド】
感染症専門家の訪問指導や感染拡大防止研修等の実施により、介護サービス事業所等の知識・ス
キルの向上が図られ、感染拡大防止に繋がった。

【職員応援】
施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した際も、介護事業者等のネットワークを活用し、施設・法
人を超えた職員派遣体制を構築することで、感染拡大期に備えることができた。

【面会実施のための環境整備助成】
面会時の感染予防策として、施設整備等の補助を行い、施設において適切な感染予防策を実施した
うえでの面会等が可能となった。

保健福祉局 35 障害福祉施設等感染症対策強化事業
障害福祉施設における感染拡大防止対策の強化を図るため、専門家による研修や入所系施設にお
ける家族等との面会時の感染防止策への補助を行うもの。

8,646 8,646 １.非常に効果的であった

・感染防止対策研修、専門家の訪問による助言・指導に対する満足度が高く、感染拡大の防止に寄
与した。
・入所施設の面会環境整備費用補助により、面会が可能となったことで、入所者・ご家族のストレス軽
減に寄与した。
・クラスター発生施設に応援職員を速やかに派遣することが可能となり、施設の業務継続に寄与した。

保健福祉局 36 新型コロナウイルス感染症対策のためのインフルエンザ予防接種支援事業

新型コロナウイルス感染症患者が発生した際に対応の最前線となる市内医療機関（歯科を含む）、
調剤薬局、高齢者施設、障害者施設、教育機関、保育所等の事業継続を支援するため、業務に従
事する者が接種するインフルエンザ予防接種代金の一部を公費負担し、事業所及び従事者の負担を
軽減するもの。

326,632 326,622 １.非常に効果的であった
医療、介護、教育関連施設の従事者を対象にインフルエンザ予防接種費用の助成を行った結果、約
6割の接種率となり施設の事業継続につながった。
また、中3、高3、妊婦へも同様の助成を行った結果、約4割が接種した。

保健福祉局 37 国民健康保険特別会計への繰出金
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免や傷病手当金の給付等について、国民健康保
険被保険者へ制度周知を行うもの。

9,056 9,056 １.非常に効果的であった 支援制度の周知及び窓口等での対応について、円滑に実施することができた。

保健福祉局 38 介護サービス事業所等感染症対策強化事業
介護サービス事業所等における感染拡大防止対策の強化を図るため、専門家による研修等を行うも
の。

3,799 3,799 １.非常に効果的であった

【研修・ラウンド】
　感染症専門家の訪問指導や感染拡大防止研修等の実施により、介護サービス事業所等の知識・
スキルの向上が図られ、感染拡大防止に繋がった。

【職員応援】
　施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した際も、介護事業者等のネットワークを活用し、施設・
法人を超えた職員派遣体制を構築し、感染拡大期に備えることができた。

【面会実施のための環境整備助成】
　面会時の感染予防策として、施設整備等の補助を行い、施設において適切な感染予防策を実施し
たうえでの面会等が可能となった。

保健福祉局 39 障害福祉施設等感染症対策強化事業 障害福祉施設における感染拡大防止対策の強化を図るため、専門家による研修等を行うもの。 174 174 １.非常に効果的であった
感染防止対策研修、専門家の訪問による助言・指導に対する満足度が高く、感染拡大の防止に寄
与した。

保健福祉局 40 濃厚接触者等健康状態確認業務
保健所における、濃厚接触者等健康状態確認業務をアウトソーシングすることで、保健所業務の効率
化及び組織体制の強化を行う。

14,773 13,000 １.非常に効果的であった
濃厚接触者等の健康状態確認業務のアウトソーシングおよび体制強化により、保健所のリソースを有
効に活用できた。

保健福祉局 41
福祉施設に対する新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査支援事業
（障害分）

基礎疾患を有する障害者・児が入所する障害者施設のうち、希望により施設単位でPCR 検査を行う
場合に、その検査費用を助成するもの。

3,688 3,688 １.非常に効果的であった 入所施設における感染拡大防止に寄与し、施設運営における安心感につながった。

保健福祉局 42
福祉施設に対する新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査支援事業
（介護分）

高齢者が入所する介護施設のうち、希望により施設単位でPCR 検査を行う場合に、その検査費用を
助成するもの。

134,636 134,636 １.非常に効果的であった
スクリーニング目的の検査を定期的に実施することで、各施設が日頃の感染対策の成果を確認でき、ク
ラスター発生の未然防止や感染拡大防止につなげることができた。

保健福祉局 43 新型コロナウイルス感染症患者及び濃厚接触者等情報管理業務委託 保健所における新型コロナウイルス感染症患者及び濃厚接触者等の情報管理業務を行うもの。 22,517 22,517 １.非常に効果的であった
システム化し、情報をネットワーク上で管理することにより、情報の集約化、関係部署との共有の迅速化
を図ることができた。

保健福祉局 44 保健所機能強化事業
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い保健所機能を強化するため、患者・濃厚接触者等情報管理
業務、濃厚接触者等健康状態確認業務に伴う経費を計上するもの。

19,603 17,880 １.非常に効果的であった
相談窓口を開設し、効率的に情報発信することができた。
また、保健所への問合せが減り、負担軽減につながった。

保健福祉局 45 保健所事務費
帰国者・接触者相談センターと保健予防課、医務薬務課の新型コロナ関連業務を移転集約し、機
能強化を行うもの。

8,000 8,000 １.非常に効果的であった 保健所機能強化に伴う事務費の支払いに有効活用できた。

保健福祉局 46 保健所における新型コロナウイルス感染症情報管理業務 保健所における新型コロナウイルス感染症患者及び濃厚接触者等の情報管理業務を行うもの。 5,544 5,544 １.非常に効果的であった
システム化し、情報をネットワーク上で管理することにより、情報の集約化、関係部署との共有の迅速化
がなされた。

保健福祉局 47 入院患者受入医療機関への給付金、医療用ガウンの購入
入院患者を受け入れた医療機関に１人につき３０万円を給付するもの。また、調達が困難なN95 マ
スク・医療用ガウン等の物品について市の備蓄用等として確保するとともに、医療機関・社会福祉施設
がマスク等を購入する場合に、共同発注できる仕組みを整備するもの。

227,106 227,106 １.非常に効果的であった

新型コロナウイルス感染症陽性者の入院を受け入れた医療機関に対して給付金を給付することで、入
院患者受け入れを円滑に進めることができた。
また調達が困難であったN95マスク・医療用ガウン等の物品について市の備蓄用等として確保し、必要
に応じて医療機関や社会福祉施設等へ配布することで、医療用備品不足の解消に役立てた。

保健福祉局 48 自宅・施設待機者に対する医療支援について
パルスオキシメーターの配布等による健康観察や搬送体制の強化を行うとともに、陽性者外来の運営、
クラスター施設への医療チームの派遣等を行うもの。

8,346 8,346 １.非常に効果的であった
自宅療養者等に対して積極的な医療提供を行うことで、重症化を防ぐなど一定の効果があった。また、
本人の訴えだけではなく、医療的視点で診断を行うことで、不要な入院を減らすなど、医療崩壊を回避
するための一助となった。

保健福祉局 49 公立病院における医療提供体制整備事業 市立病院における、新型コロナウイルス感染症患者受け入れのための体制整備を行うもの。 397,500 397,500 １.非常に効果的であった 公立病院における入院患者受け入れ体制を構築することができた。

保健福祉局 50 介護保険事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の発生時における介護サービス提供体制の維持を図るため、通所系サービ
ス事業所・入所施設が必要なサービスを継続して提供できるよう、消毒などの必要経費に対して支援
を行うもの。

34,000 11,334 １.非常に効果的であった 通常では想定されない「かかり増し経費」を助成することで、サービス継続を支援することができた。
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保健福祉局 51 障害者総合支援事業費補助金
新型コロナウイルスの感染拡大防止と事業所の生産性向上を図る上で必要なＩＣＴ機器の導入費
用等を障害福祉事業所等に対して補助するもの。

6,697 2,066 １.非常に効果的であった ICT機器の導入により、業務時間の短縮・紙媒体の削減及び感染防止対策を図ることができた。

保健福祉局 52 障害者総合支援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症発生時における障害福祉サービス提供体制の維持を図るため、通所系サー
ビス事業所・入所施設が必要なサービスを継続して提供できるよう、消毒などの必要経費に対して支
援を行うもの。

49,214 5,203 １.非常に効果的であった
クラスター発生施設等において、緊急対応に係る費用を補助することにより、サービス提供を継続するこ
とが可能となった。

保健福祉局 53 障害児施設運営費
感染防止対策として外来の受入制限を実施した総合療育センターについて、事業継続のため指定管
理料を増額するもの。

67,000 67,000 １.非常に効果的であった
外来をはじめ、施設全体で感染防止対策を徹底し、クラスターを発生させることなく、障害児医療・療
育を継続することができた。

保健福祉局 54
地方独立行政法人北九州市病院機構運営費負担金
（政策医療分）

地方独立行政法人北九州市立病院機構への運営費負担金のうち、救急医療などの政策医療を実
施するための費用を増額するもの。

393,661 393,661 １.非常に効果的であった コロナ禍においても、公立病院における救急医療体制を維持することができた。

保健福祉局 55 障害者総合支援事業費補助金
就労系障害福祉サービスにおけるテレワークの導入を促進するため、事業所に対して経費の一部補助
を行うもの。

5,707 2,207 ２.効果的であった
補助金を利用した障害福祉サービス事業所に、テレワークの効果についてヒアリングを実施した。多くの
事業所は、「利用者がコロナへの不安から解消された」という理由から効果的であり、また機会があれば
補助金を活用したいと回答した。

子ども家庭局 56 子育て世帯臨時フードパントリー事業
子育て世帯で食材支援が必要な家庭に対し、無料で食料を配布する「フードパントリー」を市内7ヶ所
で実施するもの。

2,100 2,100 ２.効果的であった
フードパントリーを実施する8団体に対して運営補助を行った。
計335回開催、延べ約8,600世帯に弁当、食材、調味料、生活用品等を配付し、子育て世帯への
支援につながった。

子ども家庭局 57 緊急事態宣言に伴う児童福祉施設等への特別給付金支給事業
医療従事者やひとり親家庭など、仕事を休むことが困難な家庭の子どもの居場所を確保するために、
最前線で子育て支援を担っている保育所や放課後児童クラブ等に対して、特別給付金を支給するも
の。

183,500 179,800 ２.効果的であった 緊急事態宣言の中でも施設運営の維持を後押しすることができた。

子ども家庭局 58 認可外保育施設における家庭保育推進事業
市からの登園自粛要請により、保育料収入が減少した認可外保育施設に対し、運営費を補助するも
の。

7,365 7,365 ２.効果的であった
保育料の日割り計算による減収分について補助を行うことで、家庭保育が促進され、感染拡大防止に
つながった。

子ども家庭局 59 DV相談窓口及びひとり親家庭支援制度の周知啓発事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響から増加が懸念されているDVについての相談窓口や、本市が
実施するひとり親家庭支援の取組みについて周知するもの。

7,572 7,572 ２.効果的であった
チラシ作成のほか、Ｗｅｂ広告や新聞掲載、あるいは市内２カ所の大型ビジョンで放映するなど、
不特定多数の者が目に触れる媒体を活用することで効果的な周知ができた。

子ども家庭局 60 ひとり親家庭への食事デリバリー事業
緊急事態宣言解除後も生活困窮が続く恐れのあるひとり親家庭（児童扶養手当受給者）に対し
て、食事を届けるとともにあわせて、市内飲食店とタイアップすることで、地域の消費喚起に繋げるもの。

28,542 28,541 ２.効果的であった
利用した市民からは、「安価な外国産の米で凌いでいたが、助成のおかげで国産米を購入できた」「行
政からの支援をありがたく感じた」といった声が聞かれた。また、利用件数も一定数あり、効果的であっ
た。

子ども家庭局 61
新型コロナウイルス感染症対策に伴う保育支援者雇用補助事業
（認定こども園）

新型コロナウイルス感染症対策に伴い増加した認定こども園の業務負担を軽減するため、施設内消毒
業務（ドアノブ、テーブル、椅子、おもちゃなど）、施設内清掃業務、給食の配膳、園外への送迎等の
保育に係る周辺業務を行う「保育支援者」の雇用に係る費用を助成するもの。

1,513 931 ２.効果的であった 施設内消毒業務や清掃業務等を行う者の雇用により、感染拡大防止につながった。

子ども家庭局 62 新型コロナウイルス感染症対策に伴う保育体制強化事業
施設内消毒業務（ドアノブ・テーブル・椅子・おもちゃなど）、施設内清掃業務、給食の配膳、園外へ
の送迎等の保育に係る周辺業務を行う「保育支援者」の配置支援を行い、保育士の業務負担の軽
減を図るもの。

10,581 5,291 ２.効果的であった 保育支援者の雇用によって、負担の増えた保育士の業務軽減につながった。

子ども家庭局 63 放課後児童クラブ整備費
放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症対策として、ソーシャルディスタンスを確保した上で
通常（全児童化）の運営を再開するために必要な教室改修や空調整備を実施するもの。

12,890 12,890 １.非常に効果的であった 児童のソーシャルディスタンスを確保し、感染防止が図られた。

子ども家庭局 64 児童館改修
ソーシャルディスタンスを確保した上で、通常（全児童化）の児童館運営を再開していくため、児童館
館内の遊戯室（大規模スペース）の環境整備を行うもの。

11,325 11,325 １.非常に効果的であった 児童のソーシャルディスタンスを確保し、感染防止が図られた。

子ども家庭局 65 児童福祉施設等への特別給付金支給事業
医療従事者やひとり親家庭など、仕事を休むことが困難な家庭の子どもの居場所を確保するため、最
前線で子育て支援を担っている保育所や放課後児童クラブ等に対し、特別給付金を支給するもの。

148,640 117,340 ２.効果的であった 緊急事態宣言の中でも施設運営の維持を後押しすることができた。

子ども家庭局 66 子どもの館・子育てふれあい交流プラザ運営支援事業
子どもの館及び子育てふれあい交流プラザが緊急事態宣言解除後も安定的に事業を継続するため、
必要な人員確保及び施設の維持管理に必要な経費を支援するもの。

1,981 1,981 ２.効果的であった
施設の感染防止対策を十分に講ずることができ、指定管理者は事業を安定的に継続することができ
た。

子ども家庭局 67 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策事業
子育て支援施設において適切な感染防止対策を行うため、必要なマスクや消毒液等の衛生用品や
感染防止のための備品の購入を補助するもの。

1,833 1,833 ２.効果的であった
感染症対策に不可欠な消耗品等に対する補助を実施し、ワクチン接種ができない児童の感染を防
ぎ、継続的な施設運営が可能となった。

子ども家庭局 68 感染症対策雇用補助事業（放課後児童クラブ）
新型コロナウイルス感染対策に伴い増加した施設内外の消毒・清掃業務、簡易な事務補助業務を行
うための人員を新たに雇用するもの。

1,474 1,474 １.非常に効果的であった 施設の感染防止対策が十分にでき、クラスターの発生等を抑止することができた。

子ども家庭局 69 子ども・子育て支援交付金
放課後児童クラブが緊急事態宣言解除後も安定的に事業を継続するため、必要な人員確保及び施
設の維持管理に必要な経費を支援するもの。

100,668 23,805 １.非常に効果的であった
感染症対策に必要な人材確保及び施設の維持管理費を支援することで、安定的に放課後児童クラ
ブを運営することができた。

子ども家庭局 70 母子保健衛生費補助金 妊産婦に対し、これまでの支援のほかオンラインでも相談できる仕組みづくりを行うもの。 13,109 950 １.非常に効果的であった

緊急事態宣言中でもオンラインで妊産婦の教室を開催することができ、不安の解消および感染拡大防
止につながった。
不安を抱える妊婦にＰＣＲ検査を実施することにより、不安の解消につながった。
産後ケア施設での感染対策では、施設および利用者の新型コロナウイルス感染拡大防止につながっ
た。

子ども家庭局 71 子どもの館・子育てふれあい交流プラザ運営支援事業
子どもの館及び子育てふれあい交流プラザが新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行いつつ、安
定的に事業を継続するために必要な人員確保及び施設の維持管理に必要な経費を支援するもの。

18,668 18,668 ２.効果的であった
施設の感染防止対策を十分に講ずることができ、指定管理者は事業を安定的に継続することができ
た。

子ども家庭局 72 母子保健衛生費補助金
一層厳密な感染予防を図る必要がある妊婦に対し、国購入の布製マスクを配布することで新型コロナ
ウィルス感染を防止するもの。

2,176 1,087 ２.効果的であった 妊婦の新型コロナウイルス感染症拡大防止につながった。

産業経済局 73 雇用調整助成金・資金繰り等ワンストップ相談窓口運営費
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市内事業主等が、国に申請する雇用調整助成金
の手続きなどを支援するため、社会保険労士による専門支援窓口を設置するもの。また、中小企業診
断士等による資金繰り相談窓口と併せて、「ワンストップ相談窓口」も市内３か所に設置するもの。

85,867 81,880 １.非常に効果的であった
窓口での支援により、市内企業の資金繰りの円滑化、雇用調整助成金の活用による雇用の維持を図
ることができた。

産業経済局 74 北九州市休業要請等賃 貸料緊急支援金
新型コロナ感染拡大にともない、福岡県から発出された休業や時間短縮営業の協力要請を受け、休
業等をした施設に対し、その家賃又は土地賃借料相当額を交付することにより、市内で施設を運営す
る中小企業者や小規模企業者を支援するもの。

785,253 147,753 ２.効果的であった コロナ前と比較し、市内企業倒産件数が減少した。

産業経済局 75 飲食業等支援事業
クラウドファンディングを活用した飲食店等への先払いやデリバリーサービスの仕組みを活用することで、飲
食店等の店舗・事業者の資金調達や市民への飲食提供を支援するもの。

56,653 43,600 １.非常に効果的であった
各事業の実施により一定の売上に繋がったこと、また参加事業者からも売上に繋がったという声が聞か
れたことから、効果的であった。

産業経済局 76 WEB会議システム導入事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い自粛している大都市圏各企業及び九州・山口地域各
学校への出張や面会を継続するため、WEB会議システムを導入し、企業や学校との関係維持を図
り、企業誘致や採用支援事業を継続するもの。

3,624 3,624 １.非常に効果的であった
コロナ禍での企業等との面談において必要不可欠なツールであり、企業等との交渉機会を逃すことなく
誘致活動を進めることができた。



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業の実施状況【令和２年度完了事業（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）】
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効果 具体的な理由

１．交付対象事業の名称 ３．予算執行状況 ４．事業実施による効果

担当局名 ２．事業の概要

産業経済局 77 宿泊施設を活用したテレワーク推進事業
新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、オフィスへの出勤が制限されているビジネスパーソンに
対して市内宿泊施設をテレワークの場や一時的な滞在先として提供するとともに、宿泊者の減少により
厳しい経営を強いられている宿泊事業者の支援を行うもの。

149,188 149,188 １.非常に効果的であった
宿泊事業者からは「利用が急減している中、下支えとなり大変助かった」、利用者からは「自宅では子ど
もがいてテレワークしづらいため助かった」といった声が聞かれた。また、利用件数も多く、非常に効果的で
あった。

産業経済局 78 宿泊モニターキャンペーン事業
割引販売を条件に市が部屋を買い上げ、宿泊モニターに格安で販売するキャンペーンを実施し、市内
宿泊事業者の早期業績回復を支援する。また、参加する市内宿泊事業者が、施設内において宿泊
者の感染防止対策を行うための経費の一部を助成するもの。

212,452 212,452 １.非常に効果的であった
宿泊事業者からは「経済状況が苦しい時期に先に買いあげてもらい、ありがたかった」、利用者からは「お
得なプランで宿泊することができ、有意義な旅行となった」といった声が聞かれた。また、利用件数も多く、
非常に効果的であった。

産業経済局 79 花の活用拡大支援事業
北九州市内の市庁舎、区役所及び出張所（合計18 箇所）にフラワーアレンジメントを展示する活
動を支援し、来庁する市民に安らぎや潤いを提供するとともに、生花の消費拡大をPRするもの。

2,880 2,800 １.非常に効果的であった
業者は、「需要の少ない時期に花きの流通を支えてくれてありがたかった」との声が多かった。
また、市民からは「生花の魅力を感じることができて、癒された」との声が多かった。

産業経済局 80 中小企業融資信用保証料補てん
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業の資金繰りの支援措置として、危機関連保
証及びセーフティネット保証４号認定者が本市中小企業融資（景気対応資金）を利用する場合、
本市が保証協会に対して保証料を補てんすることで、保証料の利用者負担をゼロにするもの。

338,069 306,000 １.非常に効果的であった
中小企業者が負担する信用保証料の一部を信用保証協会に補填することで、市内中小企業者の円
滑な資金の調達に寄与することができた。

産業経済局 81 雇用調整助成金・資金繰り等ワンストップ相談窓口運営費
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小・小規模事業者に対する資金繰りの相談や
雇用調整助成金の申請支援を行う事業者向けの相談窓口において、人員の増員を図るもの。

10,156 8,074 １.非常に効果的であった
窓口での支援により、市内企業の資金繰りの円滑化、雇用調整助成金の活用による雇用の維持を図
ることができた。

産業経済局 82 新しい生活様式の店舗助成事業
新型コロナウイルスの感染予防を図るため、不特定多数の人が集まる来客型の店舗などにおいて、感
染予防の取組みに要した経費の一部について助成を行うもの。

903,552 797,452 １.非常に効果的であった
来客型店舗における新型コロナウイルス感染防止対策を支援するため「新しい生活様式の店舗助成
事業補助金」を創設し、店舗改装や消耗品類の購入に要した費用等の助成を行った。交付件数
4,000件を超え、多くの店舗の感染防止対策に活用された。

産業経済局 83 まちなか食イベント支援事業
北九州の「食」の魅力を発信するとともに、商店街の賑わいにつなげるため、料飲組合等による街バル
やはしご酒のイベント等の開催に要する経費を支援するもの。

5,399 5,399 ３.あまり効果的でなかった
イベント開催については一定の売上や街の賑わい作りに繋がったが、補助事業については、緊急事態宣
言と重なってしまい、十分に実施できなかったため、あまり効果的でなかったと判断した。

産業経済局 84 地元の逸品支援事業　～贈ってふるさと自慢!～
コロナウイルス感染症対策の影響で、苦戦を強いられ売り上げが減少している地元産品を、御歳暮とし
て多くの人に選んでもらい、各地に送付することで売上増や認知度の向上を図るもの。

24,181 24,181 １.非常に効果的であった
参加事業者の販売数が前年比で大幅に増えた。またこれにより、市内外への地元産品のPRにも繋
がったことから、非常に効果的であった。

産業経済局 85 オンラインを活用した高度人材採用支援事業
能力が高い学生が多く参加する高専キャリア社が実施するイベントに本市立地企業が登壇し、コンテス
トテーマ提供等を行うことで企業PR の場や優秀な学生へのアプローチ機会を提供するもの。
また、採用支援活動のオンライン化を進めるもの。

2,426 2,426 ２.効果的であった
完全オンラインイベントの実施により、高専生・高専OBを含めた全国の学生を対象に進出企業のPRの
機会を創出できた。また、参加学生のインターンシップ参加申込などの成果も得られた。

産業経済局 86 お試しサテライトオフィス実証事業
首都圏企業等が北九州市にお試しで居住（１カ月程度）し、テレワークなどの利点をいかした働き方
の実証を行うための助成制度を創設することで、首都圏等からのサテライト拠点開設につなげるもの。

18,000 17,000 １.非常に効果的であった
コロナ禍における首都圏企業の地方拠点開設ニーズを取り込むことができ、10社の本市進出につながっ
た。

産業経済局 87 地元いちばん・地産地消推進事業
例年11 月に総合農事センターを会場に開催していた「北九州市農林水産まつり」をＷｅｂ上で開催
するとともに、作成したプラットフォームを農林水産まつり終了後も地産地消サポーターのネット販売サイ
トとして活用を図るもの。

2,420 2,420 ２.効果的であった
地産地消の推進、事業者の通販サイト立ち上げに貢献できた。事業者からは「初めて通信販売をした
ので、いい経験になった。通信販売を今後も継続したい。」市民からは「新たな商品に出会えるいい機
会だった。」といった声が聞かれた。

産業経済局 88 水産物販売促進支援事業 市内産水産物の販売機会を増やし、漁業者の所得向上に資するため、販売場所を提供するもの。 2,970 2,970 ２.効果的であった
事業実施期間中の直売所の水産物の売上げが対前年比１５％増となり、漁業経営の安定化に大
きく貢献した。

産業経済局 89 農事センター賑わいイベント
農畜産物の消費拡大と生産農家の収入確保に資するため、「新たな生活様式」を踏まえたうえでイベ
ントを通じた賑わいづくりに取り組むもの。

2,577 2,577 １.非常に効果的であった

（１）市民参加型の花の寄せ植えイベント
・ 市民センターで花のボランティアを行っている市民が、令和３年春以降も今回の花きを活用した新た
な寄せ植えを継続するなど、経済効果の持続につながった。
・ 近隣の市民センターでは、令和３年以降も花苗の購入等につながった。
・ 同様のイベント開催を要望する声が農事センターにも寄せられている。
（２）小倉牛ＢＢＱのチャリティ販売
・ コロナ禍で滞った牛肉在庫の消費による、販売単価の向上や生産者・販売店の経営改善効果が期
待される。また、販売店の周知による消費拡大効果も期待された。
・ 実際に販売単価の上昇や生産者・販売店の経営改善に効果が見られた。
（３）プレミアム付き商品券の販売
・ プレミアム分を上乗せすることで「もう一品購入」や「チョッと贅沢な畜産品や加工品」の購入が促進さ
れ、直売所出荷者の所得向上へつながった。

産業経済局 90 DX推進プラットフォーム事業（ユーザーとベンダー融合事業）

市内企業のデジタル化を強力に推進するため、デジタル化やデータ活用等を提案できるベンダー企業と
活用を検討する市内ユーザー企業をつなぐプラットフォームを創設し、デジタル化サポートセンターを中心
とした課題解決のための伴走支援や、セミナーや研修による人材育成など、デジタル化に向けた様々な
取組を実施するもの。

9,560 9,560 ２.効果的であった アンケートを行ったところ、８割の参加者がイベントに満足したという結果が得られた。

産業経済局 91 中小ものづくり企業のDX推進成⾧支援モデル事業
中小ものづくり企業の成⾧を支援し、地域全体の競争力向上につなげるため、市内中小ものづくり企
業が実施するＤＸに向けた各種検討経費の一部を補助するもの。

40,954 40,000 ２.効果的であった
令和２年度に実施した補助事業採択社に対し、アンケートを実施した結果、７割を超える企業が当
初の計画書のとおり、デジタル化・DXが進んだと回答した。

産業経済局 92 民間転職サイトを活用した人材マッチング支援事業
新型コロナウイルス感染症拡大を機に就職活動の様式が急変したことを踏まえ、市内企業のWEB を
活用した採用力を強化し、全国の転職希望者が集まる民間転職サイトへの求人掲載を支援すること
で、市内企業の人材確保とＵＩターン転職移住者の増加を図るもの。

15,000 10,600 １.非常に効果的であった 本事業を通じて、88社の人材採用を支援した結果、73名の就職決定に至った。

産業経済局 93 北九州市持続化緊急支援金事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売上が減少した事業者に対し、事業の継続を下支えする
ため、支援金を給付するもの。

362,456 342,769 ２.効果的であった コロナ前と比較し、市内企業倒産件数が減少した。

産業経済局 94 クラウドファンディングを活用した資金調達事業（第2回）
新型コロナウイルスの影響で外出自粛が続くなか、経営に大きな支障をきたしている飲食、サービス業な
どの事業者を支援するため、クラウドファンディングを活用した資金調達を行うもの。

23,833 23,833 １.非常に効果的であった
約5,600万円の支援金を集め、参加店舗への早期入金を実現した。また参加店舗から、事業継続の
励みになったという声も聞かれた。

産業経済局 95 クラウドファンディングを活用した資金調達事業（第1回）
新型コロナウイルスの影響で外出自粛が続くなか、経営に大きな支障をきたしている飲食、サービス業な
どの事業者を支援するため、クラウドファンディングを活用した資金調達を行うもの。

24,000 24,000 １.非常に効果的であった
約8,900万円の支援金を集め、参加店舗への早期入金を実現した。また参加店舗から、事業継続の
励みになったという声も聞かれた。

産業経済局 96 観光施設等運営業務（指定管理）
本市の要請により臨時休館した施設の指定管理者に対し、休館の影響を最小限にし、滞りなく施設
管理業務を継続してもらうことを目的とし、休館期間の施設管理に必要な費用や開館に向けての準備
費用を追加で負担するもの。

105,059 105,059 １.非常に効果的であった
感染拡大により、閉館を余儀なくされた指定管理施設の感染対策費用や営業再開に向けた準備費
用などを支援することができ、閉館の影響を最小限にすることができた。

産業経済局 97 学会や会議などを対象とした感染症対策費の助成
ＭＩＣＥ開催を促し、地域経済の活性化につなげるため、「新しい生活様式」に基づく感染防止策の
実施に取り組む学会や会議などの主催者に対し、感染症対策費の支援を行うもの。

1,924 1,924 １.非常に効果的であった 感染症対策に係る経費を補助することで、ＭＩＣＥ開催を促進することができた。

産業経済局 98 新卒及び雇止め・解雇を受けた失業者などの就職支援事業
対面式の合同会社説明会の代替として、WEBを活用した合同会社説明会を実施するもの。また、
WEBを活用した効果的な就職活動・採用活動に関するセミナーをあわせて開催するもの。

5,956 5,956 １.非常に効果的であった
感染症拡大の影響により、求人が大幅に減少し、雇用情勢が悪化する中、719件の求人を開拓する
とともに、延12,310件のカウンセリングを実施し、1,849名の就職につながった。

産業経済局 99
北九州市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金積立
金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業者からの融資申し込みに伴い、令和3年度
以降も必要となる保証料補てん額を令和7年度末を期限として積立てるもの。

840,000 840,000 １.非常に効果的であった
中小企業者が負担する信用保証料の一部を信用保証協会に補填することで、市内中小企業者の円
滑な資金の調達に寄与することができた。
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担当局名 ２．事業の概要

産業経済局 100 北九州国際会議場管理運営業務
公共施設の適正な管理・運営の維持を滞りなく行うことを目的として、新型コロナウイルス感染症の影
響に伴い増加している北九州国際会議場の管理・運営に係る必要経費を負担するもの。

13,917 13,917 １.非常に効果的であった
感染拡大により、閉館を余儀なくされた指定管理施設の感染対策費用や営業再開に向けた準備費
用などを支援することができ、閉館の影響を最小限にすることができた。

産業経済局 101 北九州国際展示場管理運営業務
公共施設の適正な管理・運営の維持を滞りなく行うことを目的として、新型コロナウイルス感染症の影
響に伴い増加している北九州国際展示場の管理・運営に係る必要経費を負担するもの。

54,354 54,354 １.非常に効果的であった
感染拡大により、閉館を余儀なくされた指定管理施設の感染対策費用や営業再開に向けた準備費
用などを支援することができ、閉館の影響を最小限にすることができた。

建設局 102 有料施設等管理委託（指定管理者）
指定管理施設において、新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行いつつ、安定的に事業を継続
するために必要な経費を負担するもの。

131,413 131,413 １.非常に効果的であった 市内有料公園等の管理運営を下支えし、市民生活への影響を防いだ。

建築都市局 103 公共交通機関の新型コロナウイルス感染防止対策助成事業
市民生活のために必要な公共交通の維持に努めている公共交通事業者を対象に、仕切りシート設
置、除菌装置導入、運行車両の消毒作業等の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための取り組
みについて助成を行うもの。

30,072 30,072 １.非常に効果的であった 車内の仕切りカーテンの設置や消毒作業など、地域公共交通事業者の感染防止対策に寄与した。

建築都市局 104 公共交通応援事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い利用者が大幅に減少する中、市民生活に不可欠な生
活交通の維持に努めている地域公共交通事業者の事業継続を支援するもの。

443,575 443,575 １.非常に効果的であった
地域公共交通事業者の大幅減便の抑制や運行継続に寄与した。事業者からも経営の見通しがたっ
たとの意見があった。

建築都市局 105 公共交通応援事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い利用者が減少する中、市民生活に不可欠な生活交通
の維持に努めている地域公共交通事業者の事業継続を支援するもの。

212,380 212,380 １.非常に効果的であった
地域公共交通事業者の大幅減便の抑制や運行継続に寄与した。事業者からも経営の見通しがたっ
たとの意見があった。

港湾空港局 106 航空会社に対する事業継続応援事業
新型コロナウイルスの影響を大きく受けた北九州空港に就航する航空会社の取組みを支援するため、
必要な経費の一部を助成するもの。

34,173 34,173 ２.効果的であった
新型コロナウイルスの影響を大きく受けた北九州空港に就航する航空会社へ賃料等の支援を行ったも
ので、一部の会社は撤退してしまったが、多くの会社が現在も就航を継続している。

港湾空港局 107 フェリー事業者への新型コロナウイルス感染防止対策助成事業
人の移動に伴う感染拡大を防止するための対策を実施している北九州港に寄港するフェリー事業者の
取組を支援するため、必要な経費の一部を助成するもの。

17,038 17,038 ２.効果的であった 感染対策備品等の調達・整備に係る負担軽減が図られ、感染防止対策に寄与した。

港湾空港局 108 フェリー運航継続支援事業
新型コロナウイルスの影響を大きく受けた北九州港に寄港するフェリー事業者の定期運航継続を支援
するため、運航助成を実施するもの。

51,983 51,983 ２.効果的であった 船舶運航に関する経費負担の軽減が図られ、運航継続に寄与した。

港湾空港局 109 地元航空会社に対する航空ネットワーク継続支援事業業
新型コロナウイルス収束時期を見据え、いつでも北九州空港航空ネットワークを展開できるよう就航態
勢を構築する取組みに対し、その一部を支援するもの。

920,160 920,160 ２.効果的であった
収束時期を見据えた航空ネットワークの展開に備え、就航体制を構築する取組のための助成を行い、
新型コロナウイルスの影響を大きく受けている現在においても、基幹路線である東京羽田線を継続して
運航している。

港湾空港局 110 航空会社に対する事業継続応援事業
新型コロナウイルスの影響を大きく受けた北九州空港に就航する航空会社の取組みを支援するため、
必要な経費の一部を助成するもの。

11,616 11,616 ２.効果的であった
新型コロナウイルスの影響を大きく受けた北九州空港に就航する航空会社へ賃料等の支援を行ったも
ので、一部の会社は撤退してしまったが、多くの会社が現在も就航を継続している。

港湾空港局 111 フェリー運航継続支援事業
新型コロナウイルスの影響を大きく受けた北九州港に寄港するフェリー事業者の定期運航継続を支援
するため、運航助成を実施するもの。

17,898 17,898 ２.効果的であった 船舶運航に関する経費負担の軽減が図られ、運航継続に寄与した。

消防局 112 救急活動業務
救急隊が新型コロナウイルス感染の媒体になることや、救急隊員の感染による消防力の低下を避ける
ため、救急隊の感染防止対策を強化するもの。

11,600 11,600 １.非常に効果的であった
救急活動に伴う感染防止対策として救急隊員及び傷病者のマスク着用等を行い、消毒液を使用して
救急車内や資器材の消毒を行った。

消防局 113 救急隊員等の感染防止対策強化事業 今後の感染拡大に備え、装備基準や資器材の使用基準に基づき、資機材等の調達を行うもの。 27,000 27,000 １.非常に効果的であった
救急活動に伴う感染防止対策として救急隊員及び傷病者のマスク着用等を行い、消毒液を使用して
救急車内や資器材の消毒を行った。

消防局 114 救急隊員等の感染防止対策強化事業
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底し、救急活動の事業継続を図るため、必要な資器
材等の調達等を行うもの。

21,835 21,835 １.非常に効果的であった
救急活動に伴う感染防止対策として救急隊員及び傷病者のマスク着用等を行い、消毒液を使用して
救急車内や資器材の消毒を行った。

教育委員会 115 学校での預かり児童等に対する昼食提供
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業期間中において、学校での児童の受け入れと昼食を提供す
るもの。

25,403 25,403 ２.効果的であった 児童生徒の食事の助けや保護者の負担軽減に資することができた。

教育委員会 116 学校給食協会運営補助事業
市立学校の臨時休業を決定したことにより、令和２年４月分の給食提供を休止したが、既に製造又
は仕入れを行っており発注キャンセルのできなかった一部の物資について、費用の補助を行うもの。

19,723 19,723 ２.効果的であった
臨時休業による物資納入業者への影響を最小限度に抑えることができ再開後の給食物資の供給が
円滑に行われた。

教育委員会 117 「GIGAスクール構想の実現」に向けた学習用端末整備事業
学校の臨時休業等の緊急時においても、ICT の活用により全ての子ども達の学びを保障できる環境を
早期に実現するため、小・中・特別支援学校を対象に１人１台端末を整備するもの。

81,040 81,040 １.非常に効果的であった
児童生徒１人１台分のGIGA端末を整備したことで、様々な局面での活用が進んだ。特にコロナ禍に
おける学びの補償の観点から、オンライン授業での活用を推進した。

教育委員会 118 夏季休業短縮に伴う給食等の提供
新型コロナウイルスの感染拡大により市立学校の臨時休業期間が⾧期化し、授業時数の確保が困難
となったことから、夏季休業期間を短縮し授業を実施するため、その一部期間において給食又は簡易
給食を提供するもの。

129,626 129,626 ２.効果的であった 生徒の食事の助けや保護者の負担軽減に資することができた。

教育委員会 119 給食関連事業者に対する事業継続支援
学校再開後の給食提供に万全を期すため、給食休止期間に給食物資納入業者が負担する経費の
うち、給食再開に向けて必要な食材保管料、配送委託料や専用設備の減価償却費などについて支
援するもの。

60,621 60,600 ２.効果的であった 廃業や事業規模の縮小を余儀なくされた業者が出ず、給食再開後の物資供給が円滑に行われた。

教育委員会 120 市立高校タブレット端末整備事業
災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ＩＣＴの活用により、全生徒
に学びを保障できる環境を早期に実現する必要があるため、オンライン学習等で自宅にいながら学習を
行えるよう、令和２年度中に全校生徒に１人１台タブレット端末及びAI 教材を整備するもの。

16,770 16,770 １.非常に効果的であった オンライン授業で活用でき、急な休校のときも授業が途切れることなく、継続することができた。

教育委員会 121 北九州市立図書館サーマルカメラ設置
北九州市立図書館において、来館者のより一層の安全確保のために図書館入口にサーマルカメラを設
置するもの。

4,183 4,183 １.非常に効果的であった
・37.5度以上の発熱者については入館を制限することで、来館者の安全確保に努めることができた。
・来館者が自ら検温を行う機種を導入したことにより、非接触での検温が可能になるとともに、監視用の
人員配置が不要となった。

教育委員会 122 子ども向け電子図書館整備運用事業
子ども達の読書活動の機会の確保のため、子ども向けの非来館型の電子書籍貸出サービスを導入
（電子図書館を整備）するもの。また、図書館に来館できない市民（障害者や遠隔地など）のサー
ビス充実を図るもの。

14,000 14,000 ２.効果的であった

市内児童生徒約76,000人に、電子図書館を利用するID/パスワードを交付することにより、子どもた
ちが学校や家庭において読書活動や学習機会を確保することができた。また、本の貸出、返却がイン
ターネットを通じてできる、拡大・音声読み上げ機能付きの書籍がある等、利用者の利便性の向上や
読書機会の推進に繋がった。

教育委員会 123 学校と子どもたちを結ぶオンラインによる支援事業
心のケアや福祉面でのケアが必要な児童生徒・保護者等の状況把握、また家庭における学習指導、
学習支援等を行うため、学校と家庭がインターネットで繋がり、顔や様子を見ながら指導や相談を行う
ことができる体制を構築するもの。

20,926 20,926 １.非常に効果的であった
オンライン授業で活用できるようになり、感染症に伴う臨時休業等で短期間で教育課程を進行する中
で、きめ細やかな指導を図ることができた。

教育委員会 124 学校再開における学校業務補助員配置事業
コロナ禍の学校において、児童生徒の健康や安全を守るため、定期消毒や換気等業務等の業務に専
属的に従事する「学校業務補助員（会計年度任用職員）」を配置するもの。

22,344 22,331 ２.効果的であった 市立学校・園における感染拡大の抑止及び教職員の業務負担軽減を図ることができた。

教育委員会 125 GIGAスクール構想の加速に伴う通信整備事業
臨時休校時の家庭学習の際に必要なインターネット環境を整備するため、インターネット環境がない家
庭への貸出用通信機器の調達・貸出を実施し、その際の通信費を公費負担するもの。

27,860 27,860 １.非常に効果的であった
GIGA端末を円滑にインターネットへ接続するための高速通信回線を整備したことで、GIGA端末の活
用が進んだ。特にコロナ禍における学びの補償の観点から、オンライン授業での活用を推進した。

教育委員会 126 特別支援学校スクールバス増車運行委託事業
北九州市立の特別支援学校で児童生徒の通学等に供するために運行しているスクールバスについて、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、増車・増便を行うもの。

42,493 42,493 １.非常に効果的であった バス１台に乗車する児童生徒の少人数化により、感染リスク低減に有効であった。

教育委員会 127 中学校給食配送業者への事業継続支援
学校再開後の給食提供に万全を期すため、給食休止期間中に給食配送業者が負担する経費のう
ち、給食再開に向けて必要な経費について支援するもの。

48,838 48,838 ２.効果的であった 廃業や事業規模の縮小を余儀なくされた業者が出ず、給食再開後の配送が円滑に行われた。



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業の実施状況【令和２年度完了事業（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）】

No 交付金申請事業名 支出済額
[単位:千円]

交付金充当額
[単位:千円]

効果 具体的な理由

１．交付対象事業の名称 ３．予算執行状況 ４．事業実施による効果

担当局名 ２．事業の概要

教育委員会 128 学校保健特別対策事業費補助金
北九州市立の特別支援学校で児童生徒の通学等に供するために運行しているスクールバスについて、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、増車・増便を行うもの。

29,963 5,863 １.非常に効果的であった バス１台に乗車する児童生徒の少人数化により、感染リスク低減に有効であった。

教育委員会 129 学校保健特別対策事業費補助金
本市学校における新型コロナウイルス感染症の予防及び感染拡大防止対策に万全を期するため、学
校で必要となる物品購入経費を計上するもの。

24,034 12,018 １.非常に効果的であった 各校において感染症対策物品を十分に備えることが可能となり、円滑な学校運営につながった。

教育委員会 130 公立学校情報機器整備費補助金
心のケアや福祉面でのケアが必要な児童生徒・保護者等の状況把握、また家庭における学習指導、
学習支援等を行うため、学校と家庭がインターネットで繋がり、顔や様子を見ながら指導や相談を行う
ことができる体制を構築するもの。

6,536 3,268 １.非常に効果的であった
オンライン授業で活用できるようになり、感染症に伴う臨時休業等で短期間で教育課程を進行する中
で、きめ細やかな指導を図ることができた。

教育委員会 131 教育支援体制整備事業費補助金
子ども1人1人の学習定着度に応じたきめ細かな指導を図るための学習指導員の配置や、確実な学
力の定着を図るための子どもひまわり学習塾の実施、また、児童生徒の健康や安全を守るために学校
再開における学校業務補助員配置を行うもの。

228,860 146,888 １.非常に効果的であった

【業務補助員配置】
市立学校・園における感染拡大の抑止及び教職員の業務負担軽減を図ることができた。

【ひまわり学習塾】
令和２年３～５月の臨時休校の影響から、通常より早いペースで授業が進行することに不安を感じる
児童生徒が出てくることが想定された。特に、中学３年生については、生徒の進路保障という側面から
も確実な学力の定着が必要と考え、通常週２日の補充学習を実施しているひまわり学習塾の追加募
集分として、「応援ひまわり学習塾」を実施した。具体的には、中学３年生の希望者全員を対象に、
自宅学習可能な教材を活用の上、放課後または休日の週１日、追加の補充学習を行い、参加した
生徒の９９％が公立・私立の高校等に合格した。

【指導補助員配置】
感染症に伴う臨時休業等で短期間で教育課程を進行する中で、きめ細やかな指導を図ることができ
た。

教育委員会 132 学校保健特別対策事業費補助金
本市小・中・特別支援・高等学校等の再開に必要となる給食用エプロン、サーモグラフィ（ハンディ
型）、使い捨て手袋、サーキュレーター（空気の循環）等を確保するもの。

427,906 205,409 １.非常に効果的であった 各校において感染症対策物品を十分に備えることが可能となり、円滑な学校運営につながった。

教育委員会 133 学校臨時休業対策費補助金
学校再開後の給食提供に万全を期すため、給食休止期間に給食物資納入業者が負担する経費の
うち、給食再開に向けて必要な食材保管料、配送委託料や専用設備の減価償却費などについて支
援するもの。

54,056 5,833 ２.効果的であった 廃業や事業規模の縮小を余儀なくされた業者が出ず、給食再開後の物資供給が円滑に行われた。

教育委員会 134 学校保健特別対策事業費補助金
北九州市立の特別支援学校で児童生徒の通学等に供するために運行しているスクールバスについて、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、増車・増便を行うもの。

111,810 43,159 １.非常に効果的であった バス１台に乗車する児童生徒の少人数化により、感染リスク低減に有効であった。

教育委員会 135 修学旅行支援事業
感染拡大防止のため、貸切バスを利用した修学旅行へ行程を変更したことにより発生する行程変更
料を補助し、保護者の経済的負担を軽減するもの。

28,569 28,569 １.非常に効果的であった 保護者負担の軽減につながった。

行政委員会事務局 136
市議会議員一般選挙における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
めの消毒物品等の購入

有権者が安心して投票所に足を運べるよう、市議会議員一般選挙において、総務省通知に基づいた
投票所における感染防止対策の実施や、消毒液等の物品購入、投票所内が密とならないように入場
人員の制限や入場案内を行うもの。

10,000 10,000 ２.効果的であった 選挙の投・開票所でコロナウイルス感染症が発生しなかった。


