
1
新生児臨時
支援事業

子育て支援
課

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し
不安を抱える中、出産・育児を行う家庭の経済
的負担を軽減し、子どもの健やかな成長を応
援するため、令和3年4月2日から令和4年3月
31日までに出生した新生児がいる世帯に対し
て給付金を支給。

特別定額給付（新生児分）　10,257千円
　 30千円×331件＝9,930千円
   事務費　357千円

10,257 9,930

新型コロナウイルス感染症の影
響が長期化する中で、新生児
がいる世帯に対して給付金をも
れなく支給することで、経済的
負担の軽減につなげられた。

2
水道事業会
計補助

経営課
水道の基本料金（５月、６月検針分）を減免し、
新型コロナウイルスの影響を受けている市民
の負担軽減を図る。

水道料金助成　52,150千円
   減免対象期間　5～6月検針分
   減免額　51,754千円

システム改修経費　396千円

52,150 52,150

新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた市民等に対し、一律
に減免を行うことで、住民生活
及び経済活動支援に寄与した。

3
水道事業会
計補助

経営課
水道の基本料金（11月、12月検針分）を減免
し、新型コロナウイルスの影響を受けている市
民の負担軽減を図る。

水道料金助成  52,185千円
   減免対象期間　11～12月検針分
   減免額　51,789千円

システム改修経費　396千円

52,185 26,948

新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた市民等に対し、一律
に減免を行うことで、住民生活
及び経済活動支援に寄与した。

4
八幡おうえん
飲食券事業

商工観光課
新型コロナウイルス感染症拡大により甚大な
影響を受けた市内飲食事業者を応援するため
に、市内飲食店で使用できる飲食券を発行。

飲食券発行　155,764千円
　飲食券　１人　500円×4枚＝2,000円（32,236世帯に配布）
　　換金額　500円×259,040枚＝129,520千円
　事務費　26,244千円

155,764 124,811

配布できた飲食券の内、約
94.6％の利用があり、チェーン
店と個人店を問わず幅広く利用
され、飲食店への消費喚起を促
せた。また、市民や飲食店から
感謝の声が多くあった。

5
市民文化セ
ンター衛生環
境改善事業

社会教育課

感染予防の観点から、文化センター４階トイレ
の改修を行う。より感染リスクの低い設備（洋
式化、乾式化、手洗いの自動水洗化等）を整
備し衛生環境の改善を図る。

工事監理業務委託　3,782千円
改修工事　55,721千円

59,503 59,502

トイレ設備をより感染リスクの低
い設備に整備することにより、
新型コロナウイルス感染防止対
策に寄与した。
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6
公共交通事
業者支援事
業

管理交通課

コロナ禍における利用者の減少等の大きな影
響を受けながら、感染症対策を講じ事業を継
続している公共交通事業者を下支えするた
め、給付金を支給

公共交通事業者等支援金 9,630千円
　個人タクシー　11件  30,000円× 11台＝330千円
　法人タクシー　２件   30,000円× 90台＝2,700千円
　乗合バス　　　 ２件　50,000円× 132台＝6,600千円

9,630 9,630

利用者数の減少等大きな影響
を受ける公共交通事業者に対
して支援することで、地域の公
共交通の維持につながった。

事業者支援分充当

7
公共施設等
運営持続化
支援

農業振興課

本市の指定管理事業者が運営しているやわた
流れ橋交流プラザ四季彩館は、宿泊施設やレ
ストラン、農産物直売所の運営などを行ってお
り、地域経済活性化を担う施設となっている。
しかし、このような観光誘客施設は、都道府県
をまたぐ移動自粛等の人流抑制により多大な
影響を受けるため、売上が大幅に減少するな
ど事業の継続が厳しい状況にある。
そこで、本交付金を活用し、当該施設の指定
管理事業者に対し事業継続に必要な支援を行
うことで、地域経済の維持につなげるとともに、
地域活性化を図る。

新型コロナウイルス感染症対応業務継続支援金 8,000千円 8,000 8,000

新型コロナウイルス感染症の影
響により著しく利用者、利用料
収入が減少したが、消毒液等
感染防止対策に係る備品の設
置、定期的な消毒・除菌及び換
気の徹底を行い、施設の管理
運営を継続して実施することが
できた。

事業者支援分充当

8
感染症拡大
防止対策強
化事業

人事課
高齢介護課
消防本部
学校教育課

抗原検査簡易キットを活用し、職場や学校等
の集団生活を行う場において、新型コロナウイ
ルス感染症の感染リスクがある者を早期に発
見し、感染拡大（クラスター）を防止する。

消耗品費　1,081千円
　 抗原検査キット購入 1,081千円

1,081 1,081

抗原検査キットを常備すること
で、学校内、職場内、高齢者施
設等の感染拡大防止に努める
ことができた。

事業者支援分充当

9
感染症拡大
防止対策強
化事業

人事課
健康推進課
学校教育課

民間事業者等に抗原検査簡易キットを配布
し、職場等での新型コロナウイルス感染症の
感染リスクがある者を早期に発見し、感染拡大
（クラスター）を防止する。
また、軽症状の職員や市民等のほか、クラス
ターの発生が懸念される事業の参加者等にも
幅広く抗原簡易キットを活用した検査を実施す
ることで、感染拡大防止の強化を図る。

消耗品費　1,109千円
　 抗原検査キット購入 1,109千円

1,109 1,109

抗原検査キットを常備すること
で、学校内、職場内、高齢者施
設等の感染拡大防止に努める
ことができた。

事業者支援分充当
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10
自主的な隔
離措置応援
事業

健康推進課

寮などで共同生活を行う人や同居する家族な
どにウイルスを感染させる恐れがある人等に
対して、自主的な隔離施設として、本市が所有
する宿泊施設等を提供することで、「感染リス
クが高まる「5つの場面」」などを回避し、感染
拡大防止を図る。

男山レクリエーションセンター　6,083千円
　備品購入費　3,723,500円
　　空気清浄機能付きオゾン発生機　13台、ゴミコンテナ　4台
　　簡易トイレ　13台、折りたたみ防災用ベッド　13台　等
　屋外風呂シャワーユニット等設置工事費　2,299千円
　屋外シャワーユニット借上料（１ケ月）　60,225円
流れ橋交流プラザ　1,924千円
　消耗品費　66,703円
　　マスク、ハンドソープ、除菌シート、ペーパータオル　等
　備品購入費　1,505,200円
　　加湿空気清浄機　7台、洗濯機　2台
　　温度測定顔認証端末機　2台　等
　施設修繕料　148,500円
　補助金（宿泊費相当分）　203,570円
  　うち施設人件費分　89,670円（対象外経費）
都老人の家　158千円（対象外経費）
　施設修繕料　158千円

8,165 7,917

家庭内で隔離が難しい世帯に
対して、自主的な隔離施設を整
備することで、感染拡大及び同
居する家族の早期の社会復帰
に寄与した。

事業者支援分充当

11

修学旅行等
における感
染症対策支
援事業

学校教育課

貸切バス等を増便し、３密を避けるなどの市内
小中学校で実施する修学旅行や校外学習等
における感染症対策に要した費用に対して補
助を行う。

教育活動補助金　2,319千円
　小学校　7校　1,807,030円
　中学校　1校　511,630円

2,319 0

市内小中学校の修学旅行にお
いて、３密を避けるためのバス
の台数増車に要した費用を補
助することで、感染症対策に努
めることができた。

事業者支援分充当

12
中小企業等
事業者事業
継続支援

商工観光課
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け
売上高が減少した中小企業等を支援し事業継
続を下支えする

中小企業等事業者事業継続支援　5,007千円
　100千円×50件＝5,000千円
　事務費　7千円

5,007 0

昨年度より実施している事業
で、コロナ融資の期間延長に伴
い、制度を延長。新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受
け売上高が減少した中小企業
等50件に対し給付を行い、負担
軽減を図れた。

13
中小企業等
事業者事業
継続支援

商工観光課
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け
売上高が減少した中小企業等を支援し事業継
続を下支えする

中小企業等事業者事業継続支援　1,000千円
　100千円×10件＝1,000千円

1,000 0

昨年度より実施している事業
で、コロナ融資の期間延長に伴
い、制度を延長。新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受
け売上高が減少した中小企業
等10件に対し給付を行い、負担
軽減を図れた。
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14
自宅療養者
等支援事業

健康推進課

陽性者や濃厚接触者となった家族等が安心し
て自宅療養できる環境をつくり、外出自粛に努
めてもらうため、京都府から食料提供が開始さ
れるまでの間（3日程度）、市が食料や生活必
需品等の支援を行う。

食料品等梱包業務委託　1,367,500円
　配送あり 5,000円×170箱＝850,000円
  配送なし 4,500円×115箱＝517,500円
消耗品費
  食料品等梱包用段ボール　122,364円
　　　B3 30枚入11,737円×4箱＝46,948円
      A3 30枚入9,427円×8箱＝75,416円

1,490 1,489

申請者（142世帯）に対し、京都
府からの食料提供が届くまでの
間に食料品等支援物資（266
箱）を自宅まで配送することに
より、安心して自宅療養できる
環境づくりに寄与した。

事業者支援分充当

15
米価下落対
策支援事業

農業振興課
コロナ禍での外食需要の減少等に伴う米価下
落の影響を受けている農業者を支援する。

米価下落対策支援金　5,590千円
　　支給対象件数　64件

5,590 5,590
米生産農家における農業経営
への影響緩和や次期作に向け
た意欲向上が図れた。

事業者支援分充当

16
事業者応援
イベント開催
支援

商工観光課

コロナ禍の影響を受けている市内事業者のＰ
Ｒを行い、販路拡大につなげるため、八幡市商
工会が新たに実施するイベントの開催経費に
対して助成する。

商工会補助金　7,000千円
　八幡フェスタ事業費助成　7,000千円

7,000 7,000

開催２日間で23店舗が参加、
2,808人が来場し、地域の活性
化と本市の魅力ある商品や商
店を知っていただく良い機会と
なった。

事業者支援分充当

17

市民文化セ
ンター衛生環
境改善事業
（令和2年度
繰越）

社会教育課

感染予防の観点から、文化センター４階トイレ
の改修を行う。より感染リスクの低い設備（洋
式化、乾式化、手洗いの自動水洗化等）を整
備し衛生環境の改善を図る。

設計業務委託　5,729千円 5,729 5,729

トイレ設備をより感染リスクの低
い設備に整備することにより、
新型コロナウイルス感染防止対
策に寄与した。

18

市民文化セ
ンター衛生環
境改善事業
（令和2年度
繰越）

社会教育課

感染予防の観点から、文化センター１階トイレ
の改修を行う。より感染リスクの低い設備（洋
式化、乾式化、手洗いの自動水洗化等）を整
備し衛生環境の改善を図る。

設計業務委託　5,940千円
工事監理業務委託　3,478千円
改修工事　125,780千円

135,198 115,978

トイレ設備をより感染リスクの低
い設備に整備することにより、
新型コロナウイルス感染防止対
策に寄与した。

19

緊急事態措
置協力金（令
和2年度繰
越）

商工観光課

緊急事態宣言に伴い、京都府が行った営業時
間短縮の要請に協力した市内飲食店等に対し
て給付される協力金のうち地方負担額（2割
分）の1/3を本市が負担

京都府緊急事態措置協力金負担金　2,994千円 2,994 2,993

営業時間短縮要請に協力いた
だいた飲食店等に対し、協力金
を給付でき、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止に寄与し
た。
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