大木町新型コロナウィルス感染症緊急対策
総額

第６弾
５６，４８７千円

（事業費前の★マークは、地方創生臨時交付金での対応を予定）

① 医療機関・社会福祉施設新型コロナ対策支援事業
１）医療機関新型コロナ対策支援事業

★3,450 千円

町内の医療機関の感染症対策費等を支援します。
（内訳）
医療機関 各２０万円

１２機関 ２４０万円

歯科医院 各１０万円

６医院

６０万円

調剤薬局 各

９施設

４５万円

５万円

合計

３４５万円
【問合せ先： 健康課 ℡0944－32－1280】

２）福祉施設新型コロナ対策支援事業

★4,200 千円

町内の高齢者施設及び障害者施設の感染症対策費等を支援しま
す。
（内訳）
定員３１名以上

各３０万円

４施設 １２０万円

定員１６～３０名 各２０万円１２施設 ２４０万円
定員１５名以下

各１０万円

６施設

合計

６０万円
４２０万円

【問合せ先： 福祉課 ℡0944－32－1060】

② 新型コロナ感染症対策事業
１）健康福祉センター新型コロナ感染症対策事業
健康福祉センターにおける感染症対策として、大型冷蔵庫や空気
清浄機など消毒、換気や災害時の備蓄のための備品や消耗品費を購
入します。
また、新しい生活様式におけるオンラインレッスンや運動指導が
できる環境整備を行います。
【問合せ先： 健康課 ℡0944－32－1280】
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★5,355 千円

２）社会福祉協議会新型コロナ感染症対策事業

★1,030 千円

社会福祉協議会における感染症対策として、パーテーションや冷
蔵庫など感染防止や災害時の備蓄のための備品や消耗品費を購入
します。
【問合せ先： 福祉課 ℡0944－32－1060】

③ リハビリ専門職による短期集中訪問指導

165 千円
（福岡県介護保険広域連合交付金）

ひきこもりがちな生活により下肢筋力の低下等の恐れがある方で通
いの場の参加に不安をお持ちの方を対象に、リハビリ専門職が高齢者の
自宅を訪問し、心身状態のアセスメント及び必要な運動機能向上等のた
めの支援を行います。
【問合せ先： 福祉課 ℡0944－32－1060】

④ 独居高齢者等実態調査

988 千円
（福岡県介護保険広域連合交付金）

独居宅高齢者等に対し、自宅訪問や通いの場での聞き取りを通じて、
心身の状況や生活の実態を把握し、適切な支援につなげます。
【問合せ先： 福祉課 ℡0944－32－1060】

⑤ 公式 LINE 外部システム構築整備

★990 千円

LINE を活用した情報発信及び問合せへの迅速な対応を行うための
外部システム構築整備を行います。
【問合せ先： 企画課 ℡0944－32－1036】

⑥ 校区コミセン WEB 会議用備品整備

★325 千円

町のイベント（講演会など）を校区コミセンで観覧したり、会議の分
散開催による参加ができるよう必要備品を整備します。
【問合せ先： 企画課 ℡0944－32－1036】
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⑦ ゼロエネルギー住宅推進モデル事業

★3,000 千円

在宅勤務等「新しい生活様式」での再生可能エネルギー100％による
暮らしを支援するため、太陽光発電システム設備、電気自動車等充給電
システム設備（Ｖ２Ｈ）
、電気自動車（ＥＶ）の３点を備えたシステム
の構築に係る費用の一部を補助します。
設備設置費用の１／２以内、上限１００万円
【問合せ先：環境課 ℡0944－32－1120】

⑧ 生ごみ収集車両購入

★6,000 千円

生ごみ収集による作業員の感染防止対策と事業の継続を図るため、お
おき循環センターの生ごみ収集車両を購入します。
【問合せ先：環境課 ℡0944－32－1120】

⑨ イベント等ライブ配信機器整備事業

★737 千円

会場に集客して行うイベント等の開催については、現在、感染症対
策として施設の利用制限（収容定員の半数以内）を設けています。
そのような中、会場内へ収容できない方々に対して、別室や別施設
で、会場内の模様をリアルタイムでご覧いただけるよう、配信に必要
なパソコンやマイク、カメラなど、配信機器を整備します。
【問合せ先： 生涯学習課

℡0944－32－1047】

⑩ ＧＩＧＡスクールサポーター配置支援事業（国 1/2）

★4,802 千円

ＩＣＴの活用による子供たちの学びを保障できる環境を早急に実現す
るため、ＩＣＴ技術者を学校へ配置します。

【関する問合せ先：学校教育課 ℡0944-32-1269】

⑪ 小中学校へのプロジェクター配備

★7,307 千円

ＧＩＧＡスクール構想でのＩＣＴ活用に必要となるプロジェクター等
を学校のクラスや学年に応じて配置します。

【関する問合せ先：学校教育課 ℡0944-32-1269】
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⑫ 多子世帯応援事業（追加）

★1,141 千円

大木町新型コロナウィルス感染症緊急対策第２弾の「多子世帯応援事
業（５月～９月実施分 4,287 千円）」の追加
（事業内容）
高校生以下の子どもが３人以上いる世帯を対象に、町内産米（環のめぐ
み 5kg2,300 円）及び町内産菜種油（環のかおり 720ml 1,300 円）の購
入費を 75％補助します。
（予約販売結果）
環のめぐみ 当初 2,400 袋

予約数 2,865 袋 465 袋分（802,125 円）

環のかおり 当初 150 本 予約数 498 本
【問合せ先： 産業振興課

348 本分（339,300 円）
℡0944－32－1063】

⑬ プレミアム付き商品券発行支援事業の（追加）

★1,500 千円

大木町新型コロナウィルス感染症緊急対策第４弾の「プレミアム付き
商品券発行支援事業」の追加
（事業内容）
個人消費を喚起して地域経済の活性化を図るため、町商工会が行うプレ
ミアム（20％）付き商品券の発行支援を行います。
（追加理由）
プレミアム 20％分の費用負担の割合
福岡県 50％（750 万円）
大木町 40％（600 万円）
大木町商工会 10％（150 万円）→町負担へ（コロナ対策交付金事業）
指定登録店の商品券換金に係る手数料が免除され、指定店の負担軽減を
図ります。
【問合せ先： 産業振興課

℡0944－32－1063】

⑭ 感染症に対応した避難所運営資機材の整備（追加）
感染症に対応した避難所運営を行うため、空気清浄機を設置整備します。

【問合せ先：総務課 ℡0944－32－1035】
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★2,000 千円

⑮ 延長保育・一時預かり事業（国 10/10）

3,717 千円

新型コロナウイルス感染拡大防止を図る事業として、町内の私立保
育園等に５０万円を限度として補助します。また、町立保育園の園児
が毎日使うテーブルや熱中症対策として使用しているテントを増やすた
めの購入費や、感染防止対策として、アルコール消毒液等を購入します。

【問合せ先：こども未来課

℡0944－32－1066】

⑯ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る支援事業
（国 10/10）

2,000 千円

新型コロナウイルス感染症対策として、町内の保育園に対し、継続
的なサービス提供が可能になるよう支援します。
【問合せ先：こども未来課

℡0944－32－1066】

⑰ 学童保育所支援事業

5,400 千円

・感染拡大防止事業 ３，０００千円（国 10/10）
学童保育所１施設当たり５０万円を補助します。
（大溝学童１５０万円、木佐木学童１００万、大莞学童５０万円）
・利用料減免事業

２，４００万円（国 1/3、県 1/3、町 1/3）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、登園自粛を行った
施設に対し、損失した利用料を補填します。
【問合せ先：こども未来課

℡0944－32－1066】

⑱ 子育て世代包括支援センター利用者支援事業
（国 2,046 千円、県 166 千円、町 168 千円）
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、子育てするお母さんの悩み
事が増えている状況を踏まえ、感染症のリスク、相談しやすさ等を考慮
してオンラインによる相談事業を新たに展開します。
また、新型コロナウイルス感染予防としてマスク、医療用ガウンを購入
します。

【問合せ先：こども未来課

5

℡0944－32－1066】

2,380 千円

