
令和２年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業　効果検証の結果

No. 事業名 事業概要 事業費（実績） 交付金充当額 その他
事業開始

年月日

事業終了

年月日
実施内容 成果および評価 担当課

1 中小企業・個人事業主支援事業

新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、深刻

な影響を受けた町内の中小企業者等に対し、3つの

「密」の防止、飛沫感染、接触感染の防止等の感染

予防策や、休業要請等に応じた事業者の営業再開に

向けた周知などを総合的に支援

30,919,309 30,919,309 R2.5.15 R3.3.31

大きく影響を受けた中小企業等の負担などを総合

的に支援するため、売り上げが減少している事業

者に対して、一律１０万円を給付した

事業者に対して、支援金を給付したことに

より、事業の継続が図られた
産業振興課

2 中小企業・個人事業主支援事業

新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、深刻

な影響を受けた町内の中小企業者等に対し、3つの

「密」の防止、飛沫感染、接触感染の防止等の感染

予防策や、休業要請等に応じた事業者の営業再開に

向けた周知などを総合的に支援

264,000 264,000 R2.5.15 R3.3.31

中小企業等緊急支援金事業受付期間延長に伴い、

申請等作成に必要なカラー複合機の期間を延長し

た

事業者に対して、支援金を給付したことに

より、事業の継続が図られた
産業振興課

3
子育て世帯への臨時特別給付金

（町単独事業）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育

て世帯の生活を支援
25,982,028 25,982,028 R2.5.1 R2.12.31

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子

育て世帯の生活を支援をするため町単独事業とし

て、児童手当を受給している世帯へ臨時特別給付

金を支給（児童一人　一律２万円）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

いる子育て世帯の生活を支援することがで

きた

社会福祉課

4 学校給食費支援事業
緊急事態宣言解除に伴い再開する学校給食費を町が

支援
11,614,100 11,614,100 R2.6.30 R2.8.31

町が６月～８月の学校給食費を支援し、保護者の

家計負担の軽減を図った

６月～８月分の学校給食費の支援により保

護者の家計負担が軽減された
教育委員会事務局

5 学校給食安全対策事業

新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休校措

置となった児童生徒の学習時間を確保するにあた

り、夏季休業期間を変更し授業を実施する。これに

伴い、学校給食の提供が必要となるが、盛夏におけ

る学校給食の実施にあたり衛生管理ができる高性能

保温食缶の購入により子どもたちの安全確保を図る

2,197,800 2,197,800 R2.5.25 R2.5.26
高性能保温食缶（４ℓ：2缶　6ℓ：42缶　10

ℓ：36缶）を購入

外気を遮断できる食缶の購入により、盛夏

においても安全な給食を提供することがで

きた

教育委員会事務局

6 学校施設環境整備事業

小中学校の授業再開に伴い、新型コロナウイルス感

染症に対する対応として、消毒液等を購入し、感染

予防及び感染拡大防止を図る

763,160 763,160 R2.5.15 R2.8.6
各学校にて、アルコール消毒液や次亜塩素酸水等

の物品を購入

各学校にて手指や施設等の消毒を行うため

に必要な物品を購入し、感染症の予防が図

られた

教育委員会事務局

7 学校施設環境整備事業

小中学校の授業再開に伴い、新型コロナウイルス感

染症に対する対応として、投射型非接触体温計を購

入し、感染予防及び感染拡大防止を図る

333,960 333,960 R2.5.18 R2.5.29 各学校にて、非接触型体温計を購入
各学校にて検温を行うことで、感染症の予

防が図られた
教育委員会事務局

8 学校施設環境整備事業

小中学校の授業再開に伴い、新型コロナウイルス感

染症に対する対応として、マスクを購入し、感染予

防及び感染拡大防止を図る

85,000 85,000 R2.5.18 R2.5.29 各学校にて、マスクを購入

各学校にてマスクを購入し、マスクの入手

が困難で持参できない場合等に配付を行い

予防を図った

教育委員会事務局

9 中央公民館施設環境整備事業
中央公民館利用者の安全対策及び感染拡大防止を図

る
70,330 70,330 R2.5.29 R2.9.29

中央公民館にて、非接触型体温計や消毒液などの

感染症予防対策物品の購入

施設を貸し出す際に、利用団体へ感染症対

策物品として貸し出すことで、利用者が

個々の責任で予防対策を取るようになり、

施設内における感染を未然に防ぐことがで

きている

教育委員会事務局

10 検診及び予防接種個別受診事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か

ら町施設による集団での各種検診及び定期予防接種

を中止し、感染予防対策のある医療機関で実施する

個別に切り換える

3,041,000 3,041,000 R2.4.1 R3.3.31

検診会場での密を避けるため各種検診及び定期予

防接種を中止し、医療機関での個別検診に切り替

えた

個別検診に切り替えたことで、感染予防及

び感染拡大防止が図られた
健康福祉課

11 防護服提供事業
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機

関等に町で備蓄している防護服セットを無償貸出
1,340,350 1,340,350 R2.5.20 R2.11.11

コロナ患者を受け入れる医療機関等へ防護服を無

償で貸し出した

医療現場等における感染拡大防止及び医療

提供体制の確保が図られた
健康福祉課

12 マスク提供事業

新型コロナウイルス感染症の重傷化リスクが高く抵

抗力に課題のある妊婦・高齢者施設、診療等に支障

がでないよう医療機関にサージカルマスクを無料配

付

330,000 330,000 R2.11.11 R2.11.11
町内医療機関や感染リスクの高い妊婦及び高齢者

施設等へサージカルマスクを無料で配布した

重症化リスクの軽減及び感染予防を図ると

ともに、町内におけるクラスターの回避に

努めた

健康福祉課



13 高齢者見守り推進事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

外出自粛が続き心身に不安のある一人暮らし高齢者

を対象に健康相談を行う

268,800 268,800 R2.5.20 R2.7.27
一人暮らし高齢者を対象に、保健師が架電及び居

宅訪問による健康状態の確認と相談を行った

一人暮らし高齢者宅に架電及び訪問を行

い、自粛中の安否確認や健康の維持向上に

繋げた

健康福祉課

14 介護予防事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

外出自粛をしている高齢者のＡＤＬ(日常生活動作)低

下を防止する

57,316 57,316 R2.5.15 R2.7.22

自宅で行える介護予防体操のパンフレットを作成

し、新聞折込、協力店に配置して啓発を行った。

九十九里元気体操（DVD）の配布を行った

自宅内でできる運動を啓発し、高齢者が外

出を控え、感染予防を図った
健康福祉課

15 避難所対策事業

避難所における感染拡大防止を図るため、非接触型

の体温計や肺炎の簡易確認ができる機材を避難所ご

とに備蓄

287,100 287,100 R2.6.15 R2.8.24

不特定多数の避難者が集まる町指定避難所におい

て、受付、誘導、居住スペース等に係る感染症防

止対策を実施した

感染症対策物品の整備を図ったとにより、

今後の避難所運営における感染リスクが軽

減できる

総務課

16 庁舎安全対策事業 庁舎内の飛沫感染予防 494,882 494,882 R2.6.12 R3.1.28 庁舎内のクリアパーテーション等の購入
窓口等にクリアパーテーションを設置し、

飛沫感染の予防が図られた
企画財政課

17 真亀川総合公園施設環境整備事業
真亀川総合公園施設の利用者の安全対策及び感染拡

大防止
268,315 268,315 R2.5.21 R2.7.1

受付窓口にパーテーション、非接触型体温計を設

置、施設入口に手指などの消毒用として消毒液を

購入

非接触型体温計、消毒液などを整備したこ

とにより、施設利用者の感染予防が図られ

た

まちづくり課

18 各種証明書無料交付事業

収入が減少した住民及び事業者に対する生活支援を

目的と して、貸付及び融資等の申請時に必要となる

住民票の写し・印鑑登録証明書の発行手数料を免除

とし、金銭的な負担軽減を図る

54,900 54,900 R2.5.7 R3.3.31

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によ

る貸付及び融資の申請時に必要となる各種証明書

を無料交付とした

貸付及び融資の申請時に必要となる各種証

明書を無料で交付したことにより、住民及

び事業者に対する負担軽減が図られた

住民課

税務課

19 公立学校情報機器整備事業
全ての児童生徒に１人１台のタブレット等のICT環境

の整備を行い、ICTを活用した学習活動の充実を図る
83,110,000 83,110,000 R2.9.30 R3.1.29

児童生徒に１人１台のタブレット端末を整備する

とともに、運用にあたり保守業務を委託した

令和２年中に整備を行ったことにより、年

明けから学習にて活用を行っている
教育委員会事務局

20
九十九里町立片貝小学校校舎天窓

フィルム設置事業

３密対策のために小学校１階のオープンスペースで

授業等を実施しているが、オープンスペースの屋根

の大半はガラス張りとなっているため、直射日光を

防ぐためのフィルムを設置し、安全な学習環境の確

保を図る

433,400 433,400 R2.8.12 R2.9.30

片貝小学校で感染症対策として、オープンスペー

スを使用した授業を行うために、遮光フィルムを

校舎の天窓へ設置（※工事実施へ向けた設計業務

委託費用）

風通しが良く、密集・密閉を避けられる

オープンスペースを使用することによって

感染症の予防を図った

教育委員会事務局

21
九十九里町立豊海小学校空調設備

設置事業

１・３年生は１クラスに３０名以上の児童が在籍し

ているが、既存の教室では、間隔をとっての授業が

困難なことから、多目的室で授業（２部屋）を実施

するために空調設備を設置し、３密を避けた学習環

境の確保を図る

726,000 726,000 R2.8.11 R2.9.30

豊海小学校で在籍数の多い１・３年生について、

面積の広い多目的室を用いて授業を行うため、空

調設備設置工事を実施（※工事実施へ向けた設計

業務委託費用）

多目的室の使用により3密を避けた授業を

実施し、感染予防を図った
教育委員会事務局

22 飲食店応援商品券事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、町内の飲

食店が甚大な影響を受けている状況を地域で応援す

るため、町内の飲食店で利用できる「飲食店応援商

品券」を全世帯に配付

66,621,199 66,620,638 R2.7.21 R3.3.31

町内の飲食店が甚大な影響を受けている状況を地

域で応援するため、「飲食店応援商品券」を全世

帯に配布した

商品券を配布したことにより、事業の継続

が図られた
産業振興課

23 海岸安全対策事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、本町のす

べての海水浴場の開設は中止となった。しかしなが

ら、ライフセーバーの監視のない海水浴は非常に危

険であり、中止となったものの、今夏も多くの来遊

客の入込が予見されるため、海水浴場の安全の維持

に必要な対策を実施

938,850 938,850 R2.7.21 R3.3.31 海水浴場の安全の維持に必要な対策を実施した

安全対策を実施することにより、海岸の秩

序及び安全な維持管理を実施することがで

きた

産業振興課

24 九十九里町宿泊施設支援金事業

新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和２年

度は全ての海水浴場が不開設になったことから、甚

大な影響を受ける宿泊事業者に対し、事業の維持又

は、継続するための支援を目的として、支援金を交

付

6,660,924 6,660,924 R2.7.21 R3.3.31

甚大な影響を受けた宿泊施設に対し、事業活動を

継続又は維持するための支援として、支援金を給

付した

支援金を給付したことにより、事業の継続

が図られた
産業振興課

25
第2次子育て世帯への臨時特別

給付金事業（町単独給付金）

国及び町単独の令和2年3月31日を基準日とした子育

て世帯への臨時特別給付金事業の対象外となった、

年齢（4・5月出生児、高2・3）の児童を養育する者

の世帯を支援

4,226,753 4,226,753 R2.7.22 R3.1.30

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子

育て世帯の生活を支援するため町単独事業とし

て、０歳から高校生までの児童を養育する子育て

世帯に臨時特別給付金を支給

児童一人　一律２万円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

いる子育て世帯の生活を支援することがで

きた

社会福祉課



26 妊婦支援給付金事業

心身の負担を見舞い、また、それぞれの状況にあわ

せた感染予防対策等を図るため、対象となる妊婦へ

支援金を給付

2,300,000 2,300,000 R2.7.30 R3.2.28
支給対象となる妊婦へ支援金（一律10万円）を

給付した

妊婦の心身の負担を軽減し、出産に対する

支援を図ることができた
健康福祉課

27 避難所対策事業

避難所での新型コロナウイルス感染症防止対策とし

て、十分なスペースの確保や発熱・咳症状者への専

用スペースを設けるとともに、消毒等衛生管理の徹

底を図る

10,223,220 10,223,220 R2.7.27 R3.1.15

不特定多数の避難者が集まる町指定避難所におい

て、受付、誘導、居住スペース等に係る感染症防

止対策を実施した

感染症対策物品の整備を図ったとにより、

今後の避難所運営における感染リスクが軽

減できる

総務課

28 学校施設環境整備事業

保健室や教室で児童生徒の応急対応、また、施設等

の消毒時に使用することで、感染予防及び感染拡大

防止を図る。

1,447,353 1,447,353 R2.9.10 R3.3.30

各学校にて、クリアパーテーションや医療用手

袋、消毒液など感染症対策に必要な保健用品を購

入

各学校において保健用品等の消耗品を活用

することで感染症の対策を図った
教育委員会事務局

29 学校図書購入事業

学校図書室の蔵書量を増やし、在宅時間を有意義に

過ごしてもらい、外出抑制につなげるとともに学習

機会の確保・拡充を図る

893,878 893,878 R2.11.5 R2.11.19 各学校にて学校図書を購入

各学校において新たな児童生徒用図書を導

入し、コロナ禍における自宅での過ごし方

を有意義なものとし感染予防を図った

教育委員会事務局

30 オンライン授業用ICT機器整備事業

学校の臨時休業等の緊急時において、学校と児童・

生徒とのオンライン授業が円滑にできるよう、ＩＣ

Ｔ環境の整備を行う。

3,575,000 3,575,000 R2.11.19 R3.2.12

学校の臨時休業に備え、オンライン授業を円滑に

行えるようICT機器（ノートPC、ビデオカメラ、

プロジェクタ等）を整備した

教室1部屋をオンライン学習室とし、ビデ

オカメラやプロジェクタを通した授業映像

をスイッチャーを用いて効果的に配信でき

るよう整備した

教育委員会事務局

31 公立学校情報機器整備費補助金

学校の臨時休業等の緊急時において、学校と児童・

生徒とのオンライン授業が円滑にできるよう、ＩＣ

Ｔ環境の整備

62,920 31,920
国庫補助金

31千円
R2.9.11 R2.9.28

学校の臨時休業に備え、オンライン授業を円滑に

行えるようICT機器（WEBカメラやヘッドセッ

ト）を整備した

既存の設備を用いてオンライン授業のため

に必要となる機器を整備した
教育委員会事務局

32 学校職員オンライン研修事業

学校の臨時休業等の緊急時において、学校と児童・

生徒とのオンライン授業が円滑にできるよう、教職

員に研修

594,000 594,000 R3.1.11 R3.3.30

ＧＩＧＡスクール端末やその他ICT機器を効果的

に使用するため、オンライン配信の教職員研修を

実施した

各学校の教員が研修に参加することにより

ＧＩＧＡスクール端末に導入されている

MicrosoftTeamsやYouTubeを使用したオ

ンライン授業・授業動画配信を可能とした

教育委員会事務局

33 校外学習取消料負担事業

新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行等

の学校行事が中止となった場合のキャンセル料を負

担

636,660 636,660 R2.9.11 R2.9.15
修学旅行等の学校行事が中止となったためキャン

セル料を負担

感染症の影響によりやむを得ず発生した

キャンセル料について支払いを行い保護者

の負担をなくした

教育委員会事務局

34 手洗い用センサー式自動水栓設置事業

小中学校のトイレ内にある手洗い場を自動水洗化す

ることで、児童・生徒の新型コロナウイルス感染症

の感染予防を図る

7,261,538 7,261,538 R2.10.15 R2.12.4
各学校の手洗い場蛇口を密を避けるために間隔を

空けて自動水栓化工事を実施

手洗いの際の接触を避け、感染症予防を

図った
教育委員会事務局

35 空調設備設置事業

１・３年生は１クラスに３０名以上の児童が在籍し

ているが、既存の教室では、間隔をとっての授業が

困難なことから、多目的室で授業（２部屋）を実施

するために空調設備を設置し、３密を避けた学習環

境の確保を図る

9,999,000 9,999,000 R2.11.16 R3.3.30

豊海小学校で在籍数の多い１・３年生について、

面積の広い多目的室を用いて授業を行うため、空

調設備設置工事を実施

多目的室の使用により3密を避けた授業を

実施し、感染予防を図った
教育委員会事務局

36
九十九里町立片貝小学校校舎天窓

フィルム設置事業

３密対策のために小学校１階のオープンスペースで

授業等を実施しているが、オープンスペースの屋根

の大半はガラス張りとなっているため、直射日光を

防ぐためのフィルムを設置し、安全な学習環境の確

保を図る

16,296,500 16,296,500 R2.11.16 R3.3.30

片貝小学校で感染症対策として、オープンスペー

スを使用した授業を行うために、遮光フィルムを

校舎の天窓へ設置

風通しが良く、密集・密閉を避けられる

オープンスペースを使用することによって

感染症の予防を図った

教育委員会事務局

37 社会教育施設環境整備事業

社会教育施設の利用者及びイベント参加者に検温の

義務化や衛生備品を貸出すことで、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止及び感染予防を図る

284,773 284,773 R2.9.14 R3.3.31
社会教育施設における非接触型体温計や消毒液な

ど感染症予防対策物品の購入

施設を貸し出す際に、利用団体へ感染症対

策物品として貸し出すことで、利用者が

個々の責任で予防対策を取るようになり、

施設内における感染を未然に防ぐことがで

きている

教育委員会事務局

38 町野球場環境整備事業

町野球場の利用者に検温の義務化・衛生備品を貸出

すことで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止及び感染予防を図る

44,035 44,035 R2.6.5 R3.3.31
町野球場における非接触型体温計や消毒液など感

染症予防対策物品の購入

施設を貸し出す際に、利用団体へ感染症対

策物品として貸し出すことで、利用者が

個々の責任で予防対策を取るようになり、

施設内における感染を未然に防ぐことがで

きている

教育委員会事務局



39 町野球場環境整備工事事業

町野球場のトイレ内にある手洗い場を自動水洗化す

ることで、利用者の新型コロナウイルス感染症の感

染予防を図る。

161,260 161,260 R2.10.22 R2.11.25
町野球場のトイレ内手洗い場について、自動洗浄

化への工事を実施

接触の機会を削減することで、施設利用者

が安心して使える環境が提供できた
教育委員会事務局

40 中央公民館施設環境整備事業

中央公民館施設（図書室含む）利用者に検温の義務

化・衛生備品の設置・トイレ内にある手洗い場を自

動水洗化

779,542 779,542 R2.7.14 R3.2.26

中央公民館の窓口設置用クリアパーテンションや

足踏み式消毒液ポンプスタンドなど感染予防対策

物の購入や、中央公民館のトイレ内手洗い場の自

動洗浄化への工事を実施

接触の機会を削減することで、施設利用者

が安心して使える環境が提供でき、施設利

用者の感染予防が図られた

教育委員会事務局

41 リモート環境整備事業

①新型コロナウィルス感染症の感染拡大における３

密状態の感染症防止対策として、行政が開催する感

染症対策本部会議や各種住民への講習会など新たな

集会形態としてＷＥＢ会議方式を取入れ接触感染拡

大防止を図る

2,029,805 2,029,805 R2.11.4 R3.3.31 WEB会議用PCと通信用Wi-Fiルータの整備

対面型会議からWEB会議に移行し、人との

接触を避けることで住民や職員の感染予防

を図ることができた

総務課

42 公共交通事業者支援事業

公共交通事業者に対して、新型コロナウイルス感染

症に対する対策に係る費用及び事業の継続に向けた

支援金を交付

2,530,000 2,530,000 R2.9.9 R2.10.16 町内を運行する公共交通事業社への支援金の交付
公共交通事業者へ支援金を交付することに

より事業継続が図られた
企画財政課

43 庁舎安全対策事業

新型コロナウイルス感染症感染の感染拡大防止のた

め、手指消毒用エタノール等を常備することで、接

触感染を予防

434,720 434,720 R2.9.10 R3.2.4
消毒液や足踏み式消毒液ポンプスタンドなど感染

予防対策物品の購入

庁舎内に消毒液等を設置し、新型コロナウ

イルス感染症の感染予防が図られた
企画財政課

44 庁舎安全対策事業
不特定多数が使用する本庁舎の手洗い用水道じゃ口

を自動水栓化
881,760 881,760 R2.10.22 R2.11.24 本庁舎の手洗い用水栓を自動水栓に改修

手洗い水栓を自動水栓に改修し、新型コロ

ナウイルス感染症の感染予防が図られた
企画財政課

45 申告受付事務対策事業

新型コロナウイルス感染症感染のリスクを軽減し、

安全かつ円滑な申告業務を実施することを目的とし

て、パーテーションやクロススクリーン、手指用ア

ルコール消毒液を申告会場に設置し、検温を実施

394,915 394,915 R2.10.7 R2.11.20

申告受付時におけるパーテーション等の設置及び

検温、手指等の消毒の実施による新型コロナウイ

ルス感染症の感染リスクを軽減した

パーテーション等の設置及び検温、手指等

の消毒により、飛沫感染や接触感染を防ぐ

ことができ、安全かつ円滑な申告業務を実

施することができた

税務課

46 キャッシュレス決済環境整備事業

新型コロナウイルス感染症により、重症化となる可

能性の高い高齢者等が外出することなく後期高齢者

医療保険料を納付できる環境を整備

3,133,350 3,133,350 R2.11.20 R3.3.31
後期高齢者医療保険料スマートフォン決済

対応の環境を整備する

スマートフォン決済に対応することにより

他者と接触せず後期高齢者医療保険料を納

付できる環境が整備された

住民課

47 保健センター安全対策事業

健診等の受付及び問診時に、パーテーションで仕切

ることで、来診者の新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止及び感染予防を図る

89,320 89,320 R2.9.24 R2.9.24
保健センターのクリアパーテーション等を購入し

た

窓口等にクリアパーテーションを設置し、

飛沫感染の予防が図られた
健康福祉課

48 介護予防拠点整備事業 ちどりの里施設内のトイレ手洗い場を自動水栓化 470,030 470,030 R2.9.23 R2.10.30
ちどりの里施設内のトイレ手洗い場(5ヶ所)を自

動水栓化

施設内のトイレ手洗い場を自動水栓化する

ことにより、施設利用者の感染予防が図ら

れた

健康福祉課

49 海の駅九十九里支援事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

海の駅九十九里は約2ヵ月間休業要請に応じた。魅力

発信基地である海の駅九十九里に支援金を給付

3,000,000 3,000,000 R2.9.9 R3.3.31

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的

な打撃を受けた海の駅九十九里の復興支援とし

て、支援金を給付した

海の駅九十九里に支援金を給付したことに

より、事業の継続が図られた
産業振興課

50 真亀川総合公園施設環境整備事業
真亀川総合公園施設利用者の安全対策及び感染拡大

防止を図る
2,116,950 2,116,950 R2.9.24 R2.11.27

真亀川総合公園施設内のトイレについて、手洗い

場を自動洗浄化に変更するために改修工事を実施

及び、足踏み式消毒液ポンプスタンドなどを購入

手洗い場を自動洗浄化及び消毒液ポンプを

足踏みタイプに変更したことで、接触の機

会が低減し、施設利用者の感染予防が図ら

れた

まちづくり課

51 庁舎安全対策事業

手指消毒用エタノール等を常備することで、接触感

染を予防することに加え、新型コロナウイルス感染

症対策分科会の「最近の感染状況を踏まえた、より

一層の対策強化について」を踏まえ、加湿器や二酸

化炭素濃度測定器等を設置

2,186,684 2,186,684 R2.12.23 R3.3.9
庁舎内の消毒液や非接触式体温測定器のほか、加

湿器及び二酸化炭素濃度測定器等の購入

庁舎入口に非接触式体温測定器を設置した

ほか、施設内の環境改善のため、加湿器及

び二酸化炭素濃度測定器等を導入し、感染

予防対策の強化が図られた

企画財政課

52 庁舎安全対策事業

本庁舎ロビー床を改修しロビーの面積を拡張させる

ことで、十分な来庁者の身体的距離を確保するとと

もに、来庁者と接触する機会が多い住民課窓口のカ

ウンターに飛沫感染対策を施す

5,483,500 5,483,500 R3.1.6 R3.3.30
本庁舎ロビー床の改修及び住民課窓口カウンター

の更新

ロビー面積の拡張により来庁者の身体的距

離が確保されたほか、飛沫感染対策として

住民課窓口カウンターの更新により感染予

防対策の強化が図られた

企画財政課



53 戸籍住民基本台帳事務管理事業
住民との接触機会の多い住民課窓口にパーテーショ

ンやデスクパネルを設置
38,830 38,830 R3.1.21 R3.1.21 住民課内のパーテーション・デスクパネルの購入

窓口等にクリアパーテーションを設置し、

飛沫感染の予防が図られた
住民課

54 保健センター安全対策事業
保健センター入口に非接触式体温測定器の設置及び

各部屋に加湿器の設置や感染予防備品を整備
787,380 787,380 R2.12.23 R3.2.25

保健センター内の消毒液や非接触式体温測定器の

ほか、加湿器及び二酸化炭素濃度測定器等を設置

した

入口に非接触式体温測定器を設置したほ

か、施設内の環境改善のため、加湿器及び

二酸化炭素濃度測定器等を設置し、感染予

防対策の強化が図られた

健康福祉課

55 介護予防拠点整備事業
ちどりの里入口に非接触式体温測定器の設置及び各

部屋に加湿器を設置
106,040 106,040 R2.12.23 R2.12..25

ちどりの里入口に非接触式体温測定器の設置及び

各部屋に加湿器を設置

非接触式体温測定器の設置及び各部屋に加

湿器を設置したことにより、感染予防及び

感染拡大防止が図れた

健康福祉課

56 とようみこども園感染対策事業
園内でのコロナウイルス感染症の蔓延を防ぐために

加湿器及び空気清浄機を購入
511,280 511,280 R2.12.23 R3.1.29

とようみこども園内で使用する加湿器及び空気清

浄機を購入

加湿器及び空気清浄機の設置により園内の

環境が整備された
社会福祉課

57 かたかいこども園感染対策事業
園内でのコロナウイルス感染症の蔓延を防ぐために

加湿器及び空気清浄機を購入
427,680 427,680 R2.12.23 R3.1.29

かたかいこども園内で使用する加湿器及び空気清

浄機を購入

加湿器及び空気清浄機の設置により園内の

環境が整備された
社会福祉課

58 学童保育感染対策事業
学童保育内でのコロナウイルス感染症の蔓延を防ぐ

ために加湿器及び空気清浄機を購入
219,120 219,120 R2.12.23 R3.1.29

学童保育室内（３か所）で使用する加湿器及び空

気清浄機を購入

加湿器及び空気清浄機の設置により学童保

育内の環境が整備された
社会福祉課

59 子育て支援センター感染対策事業
子育て支援センター内でのコロナウイルス感染症の

蔓延を防ぐために加湿器及び空気清浄機を購入
73,040 73,040 R2.12.23 R3.1.29

子育て支援センター内で使用する加湿器及び空気

清浄機を購入

加湿器及び空気清浄機の設置により子育て

支援センター内の環境が整備された
社会福祉課

60 観光PRソング振付製作事業

新型コロナウイルス感染症の影響により減少した交

流人口の増加を目的として、本町の観光PRソングを

製作

550,000 550,000 R3.1.15 R3.3.15 観光PRソングと併せた振付が完成した
SNSを活用した情報発信に努め、コロナ終

息後の来町者誘致を図っている
産業振興課

61 真亀川総合公園施設環境整備事業
施設入口に非接触式体温測定器の設置及び各部屋に

加湿器を設置
254,320 254,320 R2.12.23 R2.12.25

真亀川総合公園施設入口に非接触型体温計（自動

検知タイプ）及び各部屋に加湿器を購入

非接触型体温計及び加湿器を設置したこと

により、施設利用者の感染予防が図られた
まちづくり課

62 公共的空間安全安心確保事業 議会議場等にパーテーションを設置 949,080 949,080 R3.1.19 R3.2.5

議会議場等にパーテーションを設置することによ

り、新型コロナウイルス感染症の感染リスクの軽

減

飛沫感染予防対策ができたことにより感染

リスクの軽減が図られ、議会運営の安全性

が確保された

議会事務局

63 小中学校ICT機器整備事業

学校の休業等の緊急時において、学校と児童・生徒

とのオンライン授業が円滑にできるよう、ＩＣＴ環

境の整備を図る

17,760,160 17,760,160 R3.2.25 R3.3.25
オンライン授業が円滑にできるように、教員用の

GIGA端末、電子黒板、書画カメラ等を整備

導入したICT機器によって円滑にオンライ

ン授業ができるように環境を整備した
教育委員会事務局

64 学校施設環境整備事業 各教室に加湿器の設置や消毒液等を追加で購入 2,240,568 2,240,568 R2.12.23 R3.1.20
各教室への加湿器整備及び消毒液等の消耗品の購

入

各校で不足する消毒液の追加購入を行うと

ともに、加湿器を整備し冬季の乾燥による

飛沫感染を予防した

教育委員会事務局

65 教職員在宅勤務用USBメモリ購入事業
学校休業等の緊急時において、強固なセキュリティ

が搭載されているUSBメモリを購入
2,149,840 2,149,840 R3.2.25 R3.3.25 セキュリティ付のUSBメモリを購入

在宅勤務を見据えセキュリティ付USBメモ

リを導入した
教育委員会事務局

66
公共的空間安全・安心確保事業

（学校施設）

登校時の検温に伴う児童生徒の待機場所としてテン

トを設置
1,536,000 1,536,000 R3.2.2 R3.2.26 各校テントを２張ずつ購入

昇降口付近で登校時に健康観察カードの確

認や検温等を実施しているため、密を避け

るための待機場所としてテントを設置した

教育委員会事務局

67 学校給食感染症予防対策事業
学校給食センター施設内のトイレ手洗い場を自動水

栓化
141,900 141,900 R3.1.28 R3.2.24

給食センター内のトイレ手洗い器蛇口の自動水栓

化

蛇口に触れることがなくなり、衛生的な手

洗いが可能となった
教育委員会事務局

68 学校給食感染症予防対策事業
受配校から下膳された食器類からの感染リスクをな

くすため、食器洗浄機の水圧ポンプを改修
909,748 909,748 R3.2.2 R3.2.27

給食センター内の消毒保管庫・食器洗浄機器の改

修

機器の能力の向上により、感染リスクを軽

減することができた
教育委員会事務局



69 学校給食感染症予防対策事業
非接触式体温測定器の設置及び事務室等に加湿器を

設置
108,350 108,350 R2.12.23 R3.2.18

給食センター内の非接触式体温測定器、加湿器の

購入

非接触式の体温測定と加湿により感染予防

を図った
教育委員会事務局

70 学校給食安全対策事業
教室内での給食配膳時における密を避けるため、配

缶数を増やし、配膳列を分散
1,016,950 1,016,950 R3.2.4 R3.2.16

各学校にて、角型二重米飯缶（14ℓ：16缶　20

ℓ：21缶）の購入
配膳列が増え、３密を避けることができた 教育委員会事務局

71 町野球場環境整備事業 町野球場の利用者に検温の実施や衛生備品を貸出す 22,107 22,107 R3.2.17 R3.3.31
町野球場における消毒液など感染症予防対策物品

の購入

施設を貸し出す際に、利用団体へ感染症対

策物品として貸し出すことで、利用者が

個々の責任で予防対策を取るようになり、

施設内における感染を未然に防ぐことがで

きている

教育委員会事務局

72 社会教育施設環境整備事業
社会教育施設の利用者及びイベント参加者に検温の

実施や衛生備品を貸出す
209,888 209,888 R3.1.10 R3.3.31

社会教育施設における消毒液など感染症予防対策

物品の購入

施設を貸し出す際に、利用団体へ感染症対

策物品として貸し出すことで、利用者が

個々の責任で予防対策を取るようになり、

施設内における感染を未然に防ぐことがで

きている

教育委員会事務局

73 中央公民館施設環境整備事業
中央公民館入口に非接触式体温測定器の設置及び各

部屋に加湿器をする
212,063 212,063 R2.12.23 R3.1.30

中央公民館施設入口に非接触型体温計（自動検知

タイプ）及び各部屋に加湿器を購入

発熱者を検知したり、室内を適切な環境に

することで、施設利用者の感染のリスクを

低減させることができている

教育委員会事務局

74 農業委員会業務感染予防対策事業 農業委員会業務実施に伴いマスク・消毒液等を購入 7,062 7,062 R2.12.21 R2.12.24
農業委員・農地利用最適化推進委員の日々の活動

用として、マスク・消毒液を配付

農業委員・農地利用最適化推進委員が活動

するにあたり、マスク・消毒液を配付する

ことにより、感染予防及び感染拡大の防止

が図られた

農業委員会事務局

75 公共交通事業者支援事業

公共交通事業者に対して、新型コロナウイルス感染

症に対する対策に係る費用及び事業の継続に向けた

支援金を交付

5,060,000 5,060,000 R3.2.15 R3.3.5 町内を運行する公共交通事業社への支援金の交付
公共交通事業者へ支援金を交付することに

より事業継続が図られた
企画財政課

76
宿泊施設事業継続支援金事業

（令和３年度繰越事業）

新型コロナウイルス感染症の影響により、甚大な経

済損失を受けた宿泊事業者に対し、事業の維持又

は、継続するための支援を目的として、支援金を交

付

0 0 R3.4.1 R3.7.31 産業振興課

77
中小企業等事業継続支援金事業

（令和３年度繰越事業）

新型コロナウイルス感染症の影響により、深刻な影

響を受けた町内の中小企業者等に対し、、事業の維

持又は、継続するための支援を目的として、支援金

を交付

0 0 R3.4.1 R4.2.28 産業振興課

78 社会教育活動環境整備事業
テントを活用し、社会教育事業実施時における感染

予防対策を図る
766,000 766,000 R3.3.15 R3.3.31 屋外用テントを購入

屋外での活動時に、ソーシャルディスタン

スを確保した活動の実施が可能となった
教育委員会事務局

79 新成人記念品贈呈事業
成人式の中止に伴う代替事業として、オリジナル記

念品を作成
804,727 804,727 R3.2.2 R3.3.31

緊急事態宣言の発出により成人式が中止となって

しまったため、代替え事業として記念クオカード

を作成し、各記念品とともに新成人へ配布する

急遽、人生の節目である成人式が中止に

なってしまった新成人の方々に、思い出に

残るような記念品を贈ることができた

教育委員会事務局

80
小中学校ICT機器整備事業

（令和３年度繰越事業）

学校の休業等の緊急時において、学校と児童・生徒

とのオンライン授業が円滑にできるよう、ＩＣＴ環

境の整備を図る

0 0 R3.3.26 R3.5.21 教育委員会事務局

81 学校施設環境整備事業

教室や保健室、その他やむを得ず対面授業となる特

別教室にクリアパーテーションを設置し感染予防及

び感染拡大防止を図る

452,239 452,239 R3.2.19 R3.3.10 各学校にて、クリアパーテーションを購入

各学校において要望のあった体面を必要と

する部屋へクリアパーテーションを追加整

備した

教育委員会事務局


