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●令和３年度　三木市の新型コロナウイルス感染症対策事業一覧表（一般会計）

（単位：千円）

補正月 事業費 令和４年度

（補正号数） R3決算額 国・県補助金 地方債 その他 臨時交付金 一般財源 繰越額 国・県補助金 地方債 その他 臨時交付金 一般財源

経済対策・
事業者支援

R2繰越 マイナポイント活用事業
国のマイナポイント25％に加え、市独自ポイント
25％を付与（スマホアプリによる決済）

483 483 0 0 商工振興課

感染拡大防
止

R2繰越 窓口申請システム構築事業
窓口申請の一部（転入）で申請書記入の効率化など、
待ち時間を短縮するためのシステムを導入

5,030 5,000 30 0 デジタル推進課

感染拡大防
止

R2繰越 市役所トイレ等の改修
市役所本庁舎トイレ照明・手洗いの感知式取り換え
改修など

7,548 7,000 548 0 財政課

感染拡大防
止

R2繰越 契約事務システムの導入
入札・契約事務の効率化及び入札参加資格申請のオ
ンライン化による来庁機会の減少を図るため、システ
ムを導入

9,323 9,000 323 0 財政課

感染拡大防
止

R2繰越 庁舎ロビーにおける感染対策等
混雑時の市役所ロビーの密を解消するためソファー
の配置や備品を変更。あわせてプロムナードに市の
特産PRコーナーを設置

4,841 4,000 841 0 財政課

経済対策・
事業者支援

R2繰越
６月(第４号)

テイクアウト支援事業
（テイクアウト応援チケット）

テイクアウト支援事業の参加店舗で使える2,000円
分のテイクアウト応援チケットを全市民に配布

138,087 82,804 55,283 0 観光振興課

経済対策・
事業者支援

R2繰越
【県・市協調】
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業

県の時短要請に応じた飲食店に対し、1日・１店舗当
たり6万円の協力金を県・市協調で支給

53,672 30,000 23,672 0 商工振興課

感染拡大防
止

R2繰越 【国】学校の感染症対策等支援事業
小・中・特別支援学校における感染症対策のための
備品等の購入

23,819 11,909 6,000 5,910 0
教育総務課
教育施設課

感染拡大防
止

R2繰越
【国・県】保育所、幼稚園、認定こども園等の新型コロナ
ウイルス感染症対策事業

保育所、幼稚園、認定こども園、アフタースクール等
における感染症対策備品等の購入及び対策への支
援

16,568 9,249 3,800 3,519 0 教育・保育課

感染拡大防
止

R3当初 情報セキュリティクラウドの更新事業
テレワークや電子申請の導入など、情報セキュリティ
の更なる強化を図るため、県と共同構築しているセ
キュリティクラウドを更新

6,225 6,225 0 0 デジタル推進課

感染拡大防
止

R3当初 グループウェア更新事業
行政事務のデジタル化を進めるため、電子決裁機能
や他システムとのデータ連携機能等を備えたグルー
プウェアを導入

21,450 21,450 0 0 デジタル推進課

感染拡大防
止

R3当初 職員端末（タッチパネル付きPC）導入事業
緊急事態宣言の発令などでオンラインで会議を開催
する必要が生じた場合に備え、議会とあわせて市で
もタブレット端末を導入

18,342 18,342 0 0 デジタル推進課

感染拡大防
止

R3当初 ネットワーク機器更新事業
サテライトオフィスやテレビ会議等のデジタル化に対
応するため、庁内ネットワークの通信環境を高速化

23,452 23,452 0 0 デジタル推進課

感染拡大防
止

R3当初 三木市地域防災計画被害想定検討業務委託
被害想定の見直し及びコロナを踏まえた避難計画の
見直しを実施

3,630 3,630 0 危機管理課

感染拡大防
止

R3当初 コロナウイルス対策物品の購入（通常経費）
フェイスマスクや体温計、間仕切りテントなどコロナ
対応を想定した避難所運営に必要な物品の購入

5,255 5,255 0 危機管理課

経済対策・
事業者支援

R3当初 三木金物ブランド戦略事業
海外の展示会への出展などが困難なコロナ禍に対応
するため、オンラインでの三木金物の情報発信強化
を図る取組を支援

2,400 2,400 0 0 商工振興課

経済対策・
事業者支援

R3当初 三木版るるぶ作製事業
幅広い世代に手に取ってもらいやすい三木版「るる
ぶ」を作成し、三木の魅力の発信力を強化する。

4,529 4,529 0 0 観光振興課

経済対策・
事業者支援

R3当初 山田錦の郷活性化事業
コロナ禍で大きな影響を受けている「吉川温泉よか
たん」の経営改善に向けた、活性化計画の策定及び
施設改修の実施

24,023 6,114 17,909 0 0 観光振興課

経済対策・
事業者支援

R3当初
９月(第５号)

酒米山田錦ブランド推進事業
日本酒の消費低迷を受けた山田錦の需要減少を打
開するため、国際的な品評会への出品支援など三木
産山田錦のブランド力強化の取組を支援

620 620 0 0 農業振興課

感染拡大防
止

R3当初 吉川支所再配置事業
新たな生活様式に対応するため、現吉川支所にテレ
ワークスペースや学習スペース、多世代交流スペース
を整備し、吉川支所は福祉センターと窓口を統合

38,269 6,500 31,768 1 0 市民生活課

感染拡大防
止

R3当初 別所認定こども園内装ボード改修事業
児童の感染予防のため、ウイルス対応の内装ボード
に改修

3,487 3,487 0 0 教育施設課

感染拡大防
止

R3当初
吉川小学校スクールバス運行事業
（コロナ対応分）

感染対策としてバス内での密を避けるため、スクー
ルバスを４台から6台に増便

13,252 13,252 0 0 教育施設課

経済対策・
事業者支援

R3当初 上田桑鳩寄贈作品受納事業
市出身の前衛書道家 上田桑鳩の作品を活用した、地
域の文化・芸術の発信力強化による地域の活性化

2,824 2,824 0 0 文化・スポーツ課

令和３年度決算

財源内訳 財源内訳
所管課分類 項　目 概要等
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●令和３年度　三木市の新型コロナウイルス感染症対策事業一覧表（一般会計）

（単位：千円）

補正月 事業費 令和４年度

（補正号数） R3決算額 国・県補助金 地方債 その他 臨時交付金 一般財源 繰越額 国・県補助金 地方債 その他 臨時交付金 一般財源

令和３年度決算

財源内訳 財源内訳
所管課分類 項　目 概要等

子育て支援 R3当初 子ども子育て支援システム改修事業
認定こども園、保育所において、緊急事態宣言等で
臨時休園となった場合の保育料の算定を日割で算定
できるようにシステムを改修

1,499 1,499 0 0 教育・保育課

教育環境整
備等

R3当初
アフタースクールWi-Fi環境整備
（モバイルルーター）

一人一台のタブレット端末を活用し、学校、家庭以外
でもオンラインを活用した学習に取り組めるよう、ア
フタースクールにも通信環境を整備

565 565 0 教育・保育課

感染拡大防
止

R3当初 広野分署浴室改修事業
救急出動後の感染を防止するため、老朽化している
浴室を改修し、抗菌性能等の向上を図る。

2,387 2,300 87 0 消防本部

感染拡大防
止

R3当初 議会タブレット端末導入事業
緊急事態宣言の発令などでオンラインで会議を開催
する必要が生じた場合に備え、市とあわせて議会で
もタブレット端末を導入

4,617 4,617 0 288 288 0 議会事務局

感染拡大防
止

R3当初他 【国】新型コロナウイルスワクチン接種事業
新型コロナウイルスワクチンを市民が安全に円滑に
接種できるように実施する。

692,929 692,929 0 0
ワクチン

接種対策室

教育環境整
備等

R3当初 スクールサポートスタッフ配置事業
学校の感染症対策業務やその他の事務作業を行うス
クールサポートスタッフを配置

1,004 894 110 0 教育総務課

感染拡大防
止

R3当初 公園維持補修事業 感染症対策のため三木山総合公園等のトイレを改修 4,132 3,700 432 0 都市政策課

経済対策・
事業者支援

R3当初 市債元金償還事業
令和２年度の市税徴収猶予分で借入した猶予特例債
の償還

160,000 160,000 0 財政課

感染拡大防
止

R3当初 障がい児タイムケア事業
障がい児タイムケアに係るコロナ対策衛生用品（消耗
品）を購入

57 57 0 障害福祉課

感染拡大防
止

R3当初 障がい児等発達支援事業
障がい児等発達支援事に係るコロナ対策衛生用品
（消耗品）を購入

53 53 0 障害福祉課

感染拡大防
止

R3当初 勤労者福祉センター管理運営事業
勤労者福祉センターに係るコロナ対策衛生用品（消
耗品）を購入

77 77 0 商工振興課

感染拡大防
止

R3当初 吉川支所管理事業 吉川支所に係るコロナ対策衛生用品（消耗品）を購入 49 49 0 市民生活課

感染拡大防
止

R3当初 衆議院議員選挙事業
衆議院選挙に係るコロナ対策衛生用品（消耗品）を購
入

166 166 0 0
選挙管理

委員会事務局

感染拡大防
止

R3当初 県知事選挙事業
県知事選挙に係るコロナ対策衛生用品（消耗品）を購
入

631 631 0 0
選挙管理

委員会事務局

教育環境整
備等

R3当初 小学校／中学校／特別支援学校施設管理事業
コロナ禍で通常時以上に各家庭等と頻繁に連絡を取
る必要があるため緊急連絡用携帯電話を導入

437 437 0 教育施設課

感染拡大防
止

R3当初 消防隊員　特殊勤務手当
感染症対応に従事した救急隊員へ防疫作業手当を
支給

2,388 2,388 0 総務課

生活支援 R3当初 生活困窮者自立支援事業
生活困窮者に対する相談体制の強化、住居確保給付
金の増額

4,192 2,338 1,854 0
総務課
福祉課

感染拡大防
止

R3当初 公共施設感染拡大防止事業
感染症拡大防止のため、庁舎内や公共施設で使用す
るマスク、消毒液、飛沫ガードフィルム等を購入

759 759 0 財政課

生活支援 R3当初 自宅療養者支援事業
新型コロナウイルス感染症の自宅療養者やその方と
同居する濃厚接触者を対象に、相談窓口を開設する
ほか、食料品等の配達を実施

661 661 0 0 健康増進課

教育環境整
備等

R3当初 新たな連絡ツールの導入
緊急事態宣言下でも緊急連絡や資料の配布を可能
とするため、保護者と学校との新たな連絡システム
を導入

1,199 1,199 0 0 学校教育課

経済対策・
事業者支援

R3当初 飲食店舗紹介ポータルサイトの開設
アフターコロナの地域活性化に向けて、テイクアウト
等に取り組む飲食店等を紹介するポータルサイトを
開設し、集客につなげる。

3,108 2,211 897 0
観光振興課

総務課

生活支援 R3当初 ２４時間健康相談ダイヤルの設置
市民の方々の不安解消のため、新型コロナウイルス
感染症に関する相談に２４時間対応可能な相談ダイ
ヤルを設置

3,399 3,399 0 0 健康増進課

生活支援 R3当初
【国】
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業
（自殺対策事業）

精神保健福祉士等の資格を持つ専門員を配置し、市
民からの電話相談に対応

4,141 3,105 1,036 0 0
障害福祉課

総務課

2



●令和３年度　三木市の新型コロナウイルス感染症対策事業一覧表（一般会計）

（単位：千円）

補正月 事業費 令和４年度

（補正号数） R3決算額 国・県補助金 地方債 その他 臨時交付金 一般財源 繰越額 国・県補助金 地方債 その他 臨時交付金 一般財源

令和３年度決算

財源内訳 財源内訳
所管課分類 項　目 概要等

生活支援 R3当初
【国】
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業
（生活困窮者自立支援事業）

住居確保給付金を円滑に支給するための体制強化
など

2,204 1,651 553 0 0
福祉課
総務課

教育環境整
備等

R3当初 ＧＩＧＡスクール構想推進事業
GIGAスクール構想に基づき1人1台タブレット端末
を導入したことに伴い、電子黒板等を導入するなど
の環境整備を実施

2,722 2,722 0 0
教育施設課
学校教育課

感染拡大防
止

R3当初 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業
新型コロナウイルス感染症対策として、介護タクシー
の運行を行い、罹患すると重症化するリスクの高い
医療ケア必要児童の感染リスクの低減を図る。

2,834 1,324 1,510 0 教育施設課

経済対策・
事業者支援

５月
（第２号）

【県・市協調】
商店街お買物券・ポイントシール事業

コロナ禍で売上が減少している市内商店街（サン
ロード、明盛・ナメラ）が実施する、お買物券事業（プ
レミアム率３０％）を支援

17,521 10,183 7,338 0 0 商工振興課

経済対策・
事業者支援

５月
（第２号）

時短営業飲食店取引先支援事業
飲食店の時短営業などの影響で売上が大きく減少し
ているにも関わらず国の支援の対象とならない市内
の卸売業者等に対し市独自に給付金を支給

5,050 5,037 13 0 商工振興課

生活支援
６月追加
（第４号）

【国】生活困窮者自立支援金事業
総合支援資金等の特例貸付を利用できない生活困
窮者世帯の自立を支援するため、「新型コロナウイル
ス感染症生活困窮者自立支援金」を支給

9,090 7,830 1,260 0 福祉課

経済対策・
事業者支援

９月（第５号）
10月(第６

号)

公共交通事業者の運行継続の支援
（神戸電鉄粟生線活性化事業）

コロナ禍における神戸電鉄の運行継続に対して支援
金を支給（県随伴）

2,360 2,360 0 0 交通政策課

経済対策・
事業者支援

1０月
（第６号）

公共交通事業者の運行継続の支援
（バス対策事業）

コロナ禍における神姫バス等の運行継続に対して支
援金を支給（県随伴）

1,902 1,902 0 0 交通政策課

経済対策・
事業者支援

1０月
（第６号）

タクシー事業者感染防止対策支援事業
（運行継続支援）

コロナ禍におけるタクシーの運行継続に対して支援
金を支給（県随伴。ただし介護タクシーについては市
独自の支援）

147 147 0 交通政策課

感染拡大防
止

1０月
（第６号）

障害福祉サービス等受入態勢強化事業
障がい者（児）の受入事業所における感染防止対策
の費用を支援（上限5万円）

5,797 5,797 0 0 障害福祉課

感染拡大防
止

1０月
（第６号）

地域福祉施設支援事業
介護事業所における感染防止対策の費用を支援（上
限5万円）

4,277 4,277 0 0 介護保険課

子育て支援
1０月

（第６号）
ひとり親等食料支援事業 ひとり親世帯に１万円相当の食料品を届ける。 5,587 5,587 0 0 子育て支援課

経済対策・
事業者支援

1０月
（第６号）

中小企業条件変更信用保証料補給事業
融資の返済条件変更により生じる信用保証料相当額
を支援

195 195 0 商工振興課

経済対策・
事業者支援

1０月
（第６号）

水稲生産継続支援金給付事業
水稲作付け面積に応じて支援金を支給し、酒米や食
用米の生産継続を支援

35,761 35,761 0 0 農業振興課

子育て支援

12月(第７
号)

12月(第９
号)

【国】子育て世帯未来応援給付金の給付
高校生までの子どもがいる世帯に児童一人当たり
１０万円を支給

1,006,452 1,006,452 0 0 子育て支援課

感染拡大防
止

12月
（第８号）

【県】介護施設における感染拡大防止対策の支援
（特別）養護老人ホームにおける簡易陰圧装置の設置
等の感染拡大防止対策を支援（上限1台4,320千
円）

10,518 10,518 0 0 介護保険課

生活支援
12月

（第８号）
【国】疾病予防対策事業
（町ぐるみ健診事業）

健（検）診結果等の電子化した情報について、転居時
に市町村間で引き継がれる仕組みや、個人が一元的
に確認できる仕組みを構築

2,970 1,332 1,638 0 0 健康増進課

生活支援
12月

（第９号）
【国】住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金 住民税非課税世帯等に1世帯当たり10万円を支給 745,401 745,155 246 0 福祉課

経済対策・
事業者支援

３月
（第10号）

指定管理施設事業継続支援金
（山田錦の館・温泉交流館）

コロナ禍に対応しながら施設の運営を継続する指定
管理施設に対して支援金を支給

31,100 31,100 0 0 観光振興課

経済対策・
事業者支援

３月
（第10号）

指定管理施設事業継続支援金
（有料スポーツ施設）

同上 5,900 5,900 0 0 都市政策課

経済対策・
事業者支援

３月
（第10号）

指定管理施設事業継続支援金
（文化会館）

同上 2,100 2,100 0 0 文化・スポーツ課

経済対策・
事業者支援

３月
（第10号）

指定管理施設事業継続支援金
（ホースランドパーク）

同上 18,000 18,000 0 0 生涯学習課

感染拡大防
止

３月
（第1０号）

【国】学校の感染症対策等支援事業
小・中・特別支援学校における感染症対策のための
備品等の購入

0 25,200 12,600 7,092 5,508
教育総務課
教育施設課
学校教育課
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●令和３年度　三木市の新型コロナウイルス感染症対策事業一覧表（一般会計）

（単位：千円）

補正月 事業費 令和４年度

（補正号数） R3決算額 国・県補助金 地方債 その他 臨時交付金 一般財源 繰越額 国・県補助金 地方債 その他 臨時交付金 一般財源

令和３年度決算

財源内訳 財源内訳
所管課分類 項　目 概要等

感染拡大防
止

３月
（第1０号）

【国・県】保育所、幼稚園、認定こども園等の新型コロナ
ウイルス感染症対策事業

保育所、幼稚園、認定こども園、アフタースクール等
における感染症対策備品等の購入及び対策への支
援

0 17,200 9,632 4,500 3,068 教育・保育課

感染拡大防
止

３月
（第10号）

【国・県】感染症対策事業（簡易な施設改修）
＜就学前施設・アフタースクール＞

感染症対策を目的とする改修工事等（非接触型の蛇
口への取替えなどの簡易なもの）を実施

0 18,290 12,192 3,000 3,098
教育施設課
教育・保育課

合　　計 3,233,467 2,511,780 12,500 0 439,039 270,148 60,978 34,424 0 0 14,880 11,674
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