
【芦屋市】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画（令和3年度分）

No. 交付対象事業の名称 事業の目的・効果 交付金を充当する経費内容 事業の対象（交付対象者、対象施設等）
事業
始期

事業
終期

総事業費
(千円)

1
学校保健特別対策事業費補助金
（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）

市立小中学校が感染症対策等を徹底しながら、学校教育
活動の円滑な運営を支援する経費を補助するもの。

「学校における感染症対策等支援」として、学
校の教育活動継続に際して、密閉・密集・密接
を回避し、児童生徒・教職員等の感染症対策
に必要となる物品の購入等に係る経費を支援
する。

市立小中学校 R3.4 R4.3 16,000

2
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（R2）
令和3年度予算支出分

県と市町で協調し、県の要請で時短営業に協力した飲食
店等の店舗に対し、協力金を支給。

飲食店等の店舗を運営する事業者に対して支
給する協力金

県が要請する期間内に、当該要請に応じて時短営業（休業
を含む。）を行った店舗の事業者

R3.4 R3.11 51,064

3 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（R3）
県と市町で協調し、県の要請で時短営業に協力した飲食
店等の店舗に対し、協力金を支給。

飲食店等の店舗を運営する事業者に対して支
給する協力金

県が要請する期間内に、当該要請に応じて時短営業（休業
を含む。）を行った店舗の事業者

R3.4 R4.2 32,005

4 芦屋市事業者一時支援金

新型コロナウイルス感染症拡大による消費行動の低迷や
事業規模の縮小などの影響により大きく売上が減少してい
る事業者のうち、国の月次支援金または県の時短・休業要
請の対象となっていない事業者に対する緊急支援。

対象の事業者へ支給する一時支援金に充当
国の月次支援金および県の時短・休業要請の対象となって
いないと想定される事業者

R3.10 R4.3 87,600

5
GIGAスクール構想関連事業（フィルタリングソフト
等）

GIGAスクール構想によって整備した端末を円滑かつ安全
に活用できる環境の整備。

フィルタリングソフト購入費、インターネット通
信費、授業目的公衆送信補償金

市立小中学校 R3.4 R4.3 11,381

6 GIGAスクール構想関連事業（ICT支援員）
1人1台端末環境における日常的なICT活用支援を行うため
ための支援員を学校に配置。

報酬、職員手当等、旅費 市立小中学校 R3.4 R4.3 5,048

7 学校ICT環境整備事業
GIGAスクール構想等による新たな時代に相応しい教育を
実現するために学校ICT環境を整備。

オフィスソフト包括ライセンス、WEB会議システ
ムライセンス

市立小中学校、教育センター R3.7 R4.3 3,497

8 電子報告用アプリ（キントーン）導入
本アプリを活用することにより市民からの報告や市民との
情報共有を非対面で行うとともに、在宅勤務を推進。

アプリのライセンス購入費用 市 R3.10 R4.3 35
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【芦屋市】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画（令和3年度分）

No. 交付対象事業の名称 事業の目的・効果 交付金を充当する経費内容 事業の対象（交付対象者、対象施設等）
事業
始期

事業
終期

総事業費
(千円)

9 ICTを活用した公共施設管理の実証実験

貸室運営のデジタル化の検証を進めるにあたり、施設予約
システムと、当該システムに紐づいた電子キーを用いた実
証実験を行うため、モバイルWi-Fiルーターを使用するも
の。

モバイルWi-Fiルーターを使用料 市 R3.12 R4.3 12

10 感染拡大防止啓発事業
緊急事態宣言発令に伴い、市民に感染拡大防止の取組及
び新たな生活様式への変容を促すため、チラシを全戸配
布し、周知するもの。

委託料、需用費 市民 R3.4 R4.3 991

11 救急活動における感染拡大防止対策事業 救急活動における感染防止対策を実施。 需用費 消防本部 R3.4 R4.3 1,299

12 図書消毒機整備事業 貸出図書の消毒器を整備し、感染拡大防止を図るもの。 図書消毒機購入 図書館本館 R4.1 R4.3 810

13 多機能トイレ自動ドア用スイッチ工事（図書館）
自動ドア整備によって接触機会を減らし、感染拡大防止を
図るもの。

多機能トイレに自動ドアを設置 図書館本館2階 R3.6 R4.3 744

14 エレベーター非接触押しボタン改修（市庁舎等）
公共エレベータ―内における感染防止のため、エレベー
ター非接触押しボタン改修工事を実施するもの。

工事費486,860円、委託料73,700円 市 R3.9 R3.12 561

15 公共施設における感染拡大防止対策事業 庁舎内等における感染防止を図るもの。 保健衛生用品 市 R3.4 R4.3 2,000

16 オンライン会議整備事業
新たな生活様式における非接触での業務遂行のため、在
宅勤務や各種相談業務などにおいて使用するWEB会議を
導入。

システム使用料、テレビ台の設置費用 市 R3.4 R4.3 510

17
濃厚接触者等に対する障がいサービス提供継続
支援事業

濃厚接触者又は新型コロナウイルスに感染した在宅障が
い者・障がい児のかたに、在宅サービス等を提供した事業
者に対して、直接従事した職員への手当等を支給すること
で、障がい者（児）に必要なサービス継続を維持するもの。

負担金、補助及び交付金 障がい福祉サービス事業所 R3.4 R4.3 804

18
濃厚接触者等に対する障がいサービス等提供事
業所協力支援助成事業

障がい者（児）が濃厚接触者となったことで新たな事業者
が代替サービスを提供したが、のちに当該濃厚接触者が
陽性と判明したことで、従事者が濃厚接触者と判断されや
むなく自宅待機となった場合の事業所支援策として助成金
を支給するもの。

負担金、補助及び交付金 障がい福祉サービス事業所 R3.4 R4.3 200
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【芦屋市】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画（令和3年度分）

No. 交付対象事業の名称 事業の目的・効果 交付金を充当する経費内容 事業の対象（交付対象者、対象施設等）
事業
始期

事業
終期

総事業費
(千円)

19
濃厚接触者等に対する介護サービス提供継続支
援事業

濃厚接触者又は新型コロナウイルスに感染した在宅高齢
者のかたに、在宅サービス等を提供した事業者に対して、
直接従事した職員への手当等を支給することで、高齢者に
必要なサービス継続を維持するもの。

負担金、補助及び交付金 介護保険サービス事業所 R3.4 R4.3 3,600

20
濃厚接触者等に対する介護サービス等提供事業
所協力支援助成事業

高齢者が濃厚接触者となったことで新たな事業者が代替
サービスを提供したが、のちに当該濃厚接触者が陽性と判
明したことで、従事者が濃厚接触者と判断されやむなく自
宅待機となった場合の事業所支援策として助成金を支給
するもの。

負担金、補助及び交付金 介護保険サービス事業所 R3.4 R4.3 1,000

21 各健（検）診での感染拡大防止対策

新型コロナウイルスの感染防止のため、健（検）診会場入
口に受付員を配置し、検温等の体調確認や手指消毒を徹
底するとともに、密を防ぐため、検査レーンを増設するも
の。

出務料、購入・修繕費 各健（検）診受診者 R3.4 R4.3 637

22 健(検)診予約システム
各健(検)診等の予約をオンライン化し、診希望者が来庁す
ることなく予約手続きを行える環境を整備することで、接触
機会の削減による感染リスクの軽減を図るもの。

使用料 保健センター R3.4 R4.3 880

23 保健センター感染症対策備品確保事業
感染対策のために、感染対策備蓄品の確保と、備品や医
療機器を消毒・洗濯等する消耗品の購入を行うもの。

アルコール消毒液等の購入経費 保健センター R3.4 R4.3 339

24
避難所等における新型コロナウイルス感染症対策
事業

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う感染拡大防止対策
に必要な資器材について緊急的に配備を実施し、避難所
での感染拡大防止対策をより充実させるもの。

備品購入費及び消耗品費 拠点避難所 R3.4 R4.3 2,260

25 職員採用試験テストセンター方式導入事業
職員採用試験において、試験会場内の密集を避けるた
め、テストセンター方式を導入。

テストセンター方式実施に係る業務委託料（試
験・採点等）

採用試験受験者 R3.7 R4.2 1,342
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【芦屋市】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画（令和3年度分）

No. 交付対象事業の名称 事業の目的・効果 交付金を充当する経費内容 事業の対象（交付対象者、対象施設等）
事業
始期

事業
終期

総事業費
(千円)

26
創業・経営継続・交流支援事業業務（オンラインサ
ロン）

新型コロナウイルス感染症により対面での支援が減り、勉
強会等の支援が不足しているため、オンラインにて勉強会
の場を提供し、その後の支援としてコミュニティの場をオン
ラインで設け、今後の事業者の向上に向けて経営継続や
交流支援として実施するもの。

初心者向け講習会費用、オンラインによる交
流会事業経費

芦屋市内で商工業に従事している事業者または、芦屋市内
で創業する予定の者。ただし、以下のいずれかに該当する
者でないこと。
ア　性風俗関連、非合法関連、賭博性、投機性の高いもの。
マルチ商法的なもの、反社会的な事業を行うもの
イ　その他、公序良俗に反する事業などを行う者
ウ　暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し便宜を
供与するなど暴力団の維持、運営に協力もしくは関与してい
る者

R3.10 R4.3 286

27
創業・経営継続・交流支援事業業務（ITツール作成
動画配信事業）

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、対面での
販売が難しい状況であり、多くの事業所は今後の事業展開
を検討していると考えられるため、ITツールの使い方の説
明する動画を作成し、広く一般にコワーキングスペースで
相談できる事業として紹介することにより、創業や経営継
続につながる支援を実施するもの。

企画構成費用、撮影・編集等費用

芦屋市内で商工業に従事している事業者または、芦屋市内
で創業する予定の者。ただし、以下のいずれかに該当する
者でないこと
ア　性風俗関連、非合法関連、賭博性、投機性の高いもの。
マルチ商法的なもの、反社会的な事業を行うもの
イ　その他、公序良俗に反する事業などを行う者
ウ　暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し便宜を
供与するなど暴力団の維持、運営に協力もしくは関与してい
る者

R3.10 R4.3 165

28
創業・経営継続・交流支援事業（創業者向け動画
配信事業）

コロナ禍においてテレワークの普及、企業による副業解禁
など働き方が大きく変化しているため、実際興味があっても
踏み出せない人を対象に、感染症対策を講じながら、創業
の支援を行うもの。

企画構成費用、撮影・進行費用、チラシデザイ
ン作成費用、事業者謝金

芦屋市内で創業予定の者。ただし、以下のいずれかに該当
する者でないこと。
ア　性風俗関連、非合法関連、賭博性、投機性の高いもの。
マルチ商法的なもの、反社会的な事業を行うもの
イ　その他、公序良俗に反する事業などを行う者
ウ　暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し便宜を
供与するなど暴力団の維持、運営に協力もしくは関与してい
る者

R3.10 R4.3 275

29
地域女性活躍推進交付金（再就労や起業等に関
する講座等を開催）

（活躍推進型・寄り添い支援型）
再就労や起業等に関する講座等を開催することにより、女
性が新たな一歩を踏み出すための支援につながる。また、
男性の家事や育児などに関わる機会を増やすことで、女性
が働くことができる環境を生み出すことが期待できるもの。

報償費、需用費、使用料及び賃借料 市民 R3.4 R4.3 184

30
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）

（放課後児童クラブ等におけるＩＣＴ化推進事業に限る）
子育て支援拠点事業をオンラインで実施するためにタブ
レットを利用し、ICT化を推進するもの。

タブレットの購入経費 事業を実施する子育て支援センター R3.4 R4.3 50

31
子ども・子育て支援交付金（保育所等の衛生用品
購入等）

（放課後児童クラブ等におけるＩＣＴ化推進事業を除く）
保育所等について、衛生用品の購入や消毒に必要となる
経費を補助するとともに、市立幼稚園で実施している一時
預かり事業に対して、感染症拡大防止のための消毒液等
の衛生用品を追加的に配備することで、染症対策を徹底す
るもの。

・職員が感染症対策の徹底を図りながら保育
を継続的に実施していくために必要な経費
　・マスク・消毒液等の衛生用品や感染防止用
の物品購入費等

事業を実施する保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保
育事業所、市立幼稚園

R3.4 R4.3 12,950
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【芦屋市】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画（令和3年度分）

No. 交付対象事業の名称 事業の目的・効果 交付金を充当する経費内容 事業の対象（交付対象者、対象施設等）
事業
始期

事業
終期

総事業費
(千円)

32 学校保健特別対策事業費補助金

（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業に限る）
市立小中学校の感染症対策ため必要な消毒液等の消耗
品を購入する経費及び感染症対策等を徹底しながら、感
染状況に応じた学校での教育活動を実施する際に必要と
なる経費を支援するもの。

需用費、使用料及び賃借料 市立小中学校 R3.4 R4.3 2,000

33
公立学校情報機器整備費補助金（GIGAスクール
サポーター配置支援事業）

（GIGAスクールサポーター配置支援事業）
GIGAスクール構想の実現に向けて学校におけるICT環境
整備の初期対応について、技術的な面から支援するもの。

報酬等、委託料、旅費、消耗品費、印刷製本
費

市立小中学校 R3.6 R4.3 2,742

34 教育支援体制整備事業費交付金

（幼稚園の感染症対策支援に限る）
市立幼稚園一時預かり事業補助金
市立幼稚園に対して、感染症拡大防止のための消毒液等
の衛生用品を追加的に配備する。

需用費 市立幼稚園 R3.4 R4.3 2,500

35
文化芸術振興費補助金（芦屋市民センターのホー
ルにおける感染症防止対策）

（文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業に限
る）
市民センターのホールにおいて、ガイドラインを踏まえた感
染症防止対策を推進し、市民に安心して御利用いただく。

備品及び消耗品の購入 市民センターのホール利用者 R3.6 R3.12 1,320

36
疾病予防対策事業費等補助金(ロタウイルスワク
チンが定期接種されることに伴うシステム改修事
業)

（マイナンバー情報連携体制整備事業）
ロタウイルスワクチンが令和2年10月から定期接種されるこ
とに伴い、ロタウイルスワクチンに係る予防接種情報のマ
イナンバー情報連携が可能となる。このために必要となる
システムの改修を行うもの。

業務委託料 市役所 R3.5 R4.3 254

37
保育対策総合支援事業費補助金（保育所等につ
いて、衛生用品の購入や消毒に必要となる経費を
補助）

（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
策支援事業に限る）
保育所等について、衛生用品の購入や消毒に必要となる
経費を補助することで、感染症に対する強い体制を整え、
感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していく。

・職員が感染症対策の徹底を図りながら保育
を継続的に実施していくために必要な経費
　・マスク・消毒液等の衛生用品や感染防止用
の物品購入費等

保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育事業所 R3.4 R4.3 10,900

38

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交
付金（オンライン体制整備のためのノートパソコン
購入やWi-Fiランニングコスト、オンラインセミナー
開催業務等代行）

（新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業）
パソコンや通信設備等の整備により窓口相談や大規模な
研修会をオンラインで実施できるようにし、感染拡大のなか
でも権利擁護支援が途切れずに実施できるようにするも
の。

オンライン体制整備のためのノートパソコン購
入やwifiランニングコスト、オンラインセミナー
開催業務等代行

権利擁護支援相談の利用者・権利擁護支援者等 R3.4 R4.3 150
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【芦屋市】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画（令和3年度分）

No. 交付対象事業の名称 事業の目的・効果 交付金を充当する経費内容 事業の対象（交付対象者、対象施設等）
事業
始期

事業
終期

総事業費
(千円)

39
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）

（健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業）
令和4年6月のデータ標準レイアウトの改版にされることに
伴い、健（検）診情報のマイナンバー情報連携が可能とな
る。このために必要となるシステムの改修を行うもの。

業務委託料 市役所 R3.2 R4.3 1,948

40
地方消費者行政強化交付金（消費者教育、ごみの
減量やリサイクルなどの啓発等）

（強化事業）
長引くコロナ禍において、成人年齢引き下げにより、子ども
や若者が消費者トラブルに遭うことが懸念されるため、未
然防止及び早期発見・解決に向けた消費者教育を実施。
また、乳幼児とその保護者への健康維持のための事故予
防や適切な食の選択ができるよう消費者教育を実施。更に
SDGsにもつながるようにごみの減量やリサイクルなどの啓
発等に取り組むもの。

消費者教育に係る講師謝金、施設借上料、需
用費、委託料

市民 R3.4 R4.3 7,629

267,972

令和２年度から令和３年度に繰り越した事業

No. 交付対象事業の名称 事業の目的・効果 交付金を充当する経費内容 事業の対象（交付対象者、対象施設等）
事業
始期

事業
終期

総事業費
(千円)

GIGAスクール構想関連事業（ネットワーク再構築）

校務系、校務外部系、学習系ネットワークの分離（3層ネッ
トワーク分離）を行い、学校にあるサーバを集約し、一元管
理することで、セキュリティの向上を図る。また、1人1台端
末での使用を想定した通信が可能となるよう再構築を行う
もの。

委託料 市内公立小中学 R2.11 R3.8 61,866

160,000

合計

令和4年度への交付金繰越額
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