
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　事業実施状況・効果検証シート

1

小規模事業者経営改善
資金（新型コロナウイ
ルス対策）利子補給事
業

新型コロナウイルス感染症により影響を
受けた市内の中小企業者に対する利子補
給を行う。また、そのための基金を造成
するもの。

1,053,237 252,068 R2.4 R3.3

【利子補給件数】
4件

国の特別利子補給制度の対象となる方が多く、実
績が少なくなったが、国の補給対象とならない方
の支援を行うことができた。

商工振興課

2
テイクアウト・デリバ
リー支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た市内の飲食業等の事業者のテイクアウ
ト又はデリバリーのサービスに係る費用
を支援するもの。

21,046,524 21,046,524 R2.4 R3.3

【支給件数】
205件 市内における飲食業等の事業者の事業維持及び市

民の感染拡大の予防に寄与した。
産業政策課

3
中小企業サポート補助
金事業

新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
えて、市内中小企業事業者が事業継続の
ために行う既存事業・サービス等の拡
充・転換などに要した経費に対し、補助
金を交付するもの。

85,855,404 81,355,404 R2.4 R3.4

【支給件数】
518件

885件の問い合わせがあり、518件の申請を受け付
け、経営が安定しない中、コロナ対策もしなけれ
ばならない状況でニーズが高く、事業者の負担を
軽減することができた。

商工振興課

4 宿泊促進事業
コロナ禍で落ち込んだ観光需要の回復に
向け、宿泊料金等の割引を支援するも
の。

39,593,500 39,593,500 R2.5 R3.3
【支給件数】
３０事業者、２２，９６８件販売

コロナ禍で落ち込んでいた観光需要の喚起に貢献
することができた。

観光課

5 家庭学習支援事業
家庭学習の支援のために教材費を支給す
るもの。

124,018,196 124,018,196 R2.4 R3.3
【支給生徒数】
25,053人

児童・生徒1名あたり、5,000円の教材費を支給す
ることで、家庭学習に貢献することができた。

教育政策課

6
家庭でのオンライン学
習体制の構築

教育用ＰＣを自宅に持ち帰り、オンライ
ン授業を安全に実施するため、フィルタ
リングソフトを導入

580,800 580,800 R2.5 R2.5

【購入物品】
i-filter導入
600台分

学校内で使用していたwindowsのタブレット端末
の持ち帰りが可能となり、安心・安全なネット環
境のもと、学校に登校できない状況下でも子供た
ちの学習を、保証することができた。

教育研究所

7
GIGAスクール端末の
整備

ＧＩＧＡスクール構想　端末整備費用 358,017,275 358,017,275 R2.7 R2.10

【購入物品】
タブレットPC　7987台購入

一人一台のＧＩＧＡスクール端末が導入できたこ
とにより校内での活用が進められ、濃厚接触等で
自宅待機となったときでも、学習へ参加できるよ
う準備をすることができた。

教育研究所

8
プレミアム付飲食クー
ポン事業

市内飲食事業者が事業資金調達のため
に、新型コロナウイルス感染症収束後の
店内飲食だけでなく、テイクアウトなど
でも利用できる先払い飲食クーポンを発
行する際のプレミアム分に対して補助金
を交付するもの。

13,299,632 13,299,632 R2.5 R3.5

【支給件数】
136件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市
内飲食事業者の事業継続の支援と域内消費の拡大
を図ることができた。

商工振興課

9
ひとり親家庭等応援事
業

ひとり親家庭等の家計への応援を行い、
児童の福祉の増進に寄与するもの。

73,091,033 73,091,033 R2.5 R3.3
【支給世帯】
3,643世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり
親世帯を経済的に支援することができた。

こども家庭課
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10 妊婦さん応援事業

新型コロナウイルス感染症予防対策に留
意して過ごしている妊婦さんに対し、応
援の給付金を支給するもの。
（令和２年４月２７日時点で出産してい
ない妊婦に１人につき100,000円を支給
する。）

188,127,129 188,127,129 R2.5 R3.3

【支給世帯】
1,868世帯

コロナ禍で感染症に留意して過ごす妊婦に対し
て、効果的な支援を行うことができた。

子育て支援課

11
大規模災害用備蓄対
策・避難場所整備事業

災害時における新型コロナウイルス感染
症対策としてフェイスシールド、手指消
毒用アルコール等を購入し、感染症対策
を推進するもの。

13,189,220 13,189,220 R2.4 R3.3

【購入物品】
避難所用手指消毒用アルコール　240本
避難所用電子体温計　120本
避難所用非接触型電子体温計　120本
避難所用ディスポフェイスシールド　620個
避難所用ゴム手袋　30,000枚
避難所用マスク　162,600枚
避難所用間仕切り　824張

各指定避難所等における感染拡大防止策の強化を
図ることができた。

地域安全課

12 庁舎管理事業
公共施設における感染症予防のため
マスク、手指消毒液、非接触型体温計等
購入するもの。

50,790,443 50,790,443 R2.4 R2.12

【購入物品】
マスク　903,200枚
アルコール等　798本
非接触型体温計　96本
サーマルカメラ　6台
パーティション　８枚
アクリル板　25枚
飛沫防止板　90枚分

感染拡大防止に資するアクリル板、非接触式体温
計、マスク、消毒用品等の備品・消耗品を購入す
ることで、効果的な染症対策を行うことができ
た。

管財課

13 庁舎管理事業
公共施設における感染予防のため、フロ
アの消毒作業等を行うもの。

2,159,850 2,159,850 R2.4 R3.1

【消毒作業件数（本庁舎・東庁舎１・２階）】
３９日
【市施設消毒業務】
８か所
【コロナウイルス対応警備業務】
１人増員

フロアの消毒を行うことで、感染予防や、感染の
拡大を防ぐことができた。

管財課

14
古布類の資源再利用化
に対応した保管事業

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、再生資源である古布類のリサイクル
流通が全国的に停滞し、市で保管する量
が増大しているため、それらを一時保管
する際に必要となる荷台（パレット）の
購入を行うもの。

297,000 297,000 R2.5 R3.3

【購入物品】
荷台（パレット）　100枚

流通が停滞していた古布類を一時保管することが
できたため、その後の市場への流通をスムーズに
することができ、新型コロナウイルス感染症拡大
により落ち込んだ経済の回復の一助となることが
できた。

青岸清掃セン
ター

15
afterコロナを見据えた
加太地域の観光事業

新型コロナウイルス感染症収束後、観光
客を呼び込むために不可欠な観光地の整
備を行うもの。

7,768,011 7,768,011 R2.8 R3.3

・観光案内看板設置　９か所
・回線構築費用
・ＷｉＦｉ設置工事費
・ミニユンボ　１台購入（加太沖に所在する友ヶ
島にミニユンボを常設）

加太地域での周遊を促進するための整備を実施す
ることができた。

観光課
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17
輸出チャレンジ、テス
ト販売支援事業

農水産物の輸出促進を行い、取扱量の向
上を目指すもの。

1,115,000 1,115,000 R2.11 R3.3
【支給件数】
８件（水産６件、青果２件）

市場に流通する農水産物の輸出に要する経費を補
助し、今後の販路開拓に寄与することができた。

中央卸売市場

18 流通改善支援事業

流通業者（卸、仲卸、関連）の販路開拓
やオンラインでの取引などによる経営改
善を図るために必要な経費の一部を支
援。また、配送の合理化や保管技術の向
上等、流通改善に必要な経費の一部を支
援するもの。

4,270,000 4,270,000 R2.11 R3.3

【支給件数】
１２件（水産６件、青果６件）

オンライン取引をするためのシステム導入をはじ
め、経営改善や配送の合理化に要する経費を補助
し、流通改善に寄与することができた。

中央卸売市場

19
持続可能なまちづくり
活動支援事業

コロナウィルス感染症による社会活動の
変化の中、まちづくり活動をおこなう都
市再生推進法人に対し、既存の活動の継
続や、既存の活動の幅を広げ、まちづく
り活動に資する新たな事業の立ち上げに
要した費用について補助をおこない、持
続的なまちづくり活動を支援するもの。

5,000,000 5,000,000 R2.7 R3.3

【支給件数】
15件（6事業者）

コロナ禍の中で通常のまちづくり活動を行いにく
かったが、既存の活動の継続や、既存の活動の幅
を広げるための費用について補助をおこなったこ
とで、コロナ対策を行いコロナに寄り添った持続
的なまちづくり活動を行うことができた。

都市再生課

20
消防団員感染防止対策
事業

公共空間での新型コロナウイルス感染症
予防を徹底するため、地域防災活動に関
わる消防団員の衛生用品購入配備をする
もの。

1,301,000 1,301,000 R2.7 R2.8

【購入物品】
サージカルマスク　368,000枚
手指消毒剤1L入　207本
ラベルシール　200枚

消防団員の新型コロナウイルス感染症予防に寄与
することができた。

消防総務課

21
庁舎管理事業（消防
局）

公共施設における感染症予防のために、
感染症対策用マスク、手指消毒液等の感
染対策物品の購入を行うもの。

2,145,000 2,145,000 R2.7 R3.2

【購入物品】
手指消毒剤　155本
ハンドソープ　1200本
サージカルマスク　61500枚

消防庁舎内を清潔に保つことができ、来庁者及び
職員の感染拡大防止に寄与することができた。

消防総務課

22 救急高度化等推進事業

救急現場等での感染症予防のため、マス
ク、手指消毒液等の感染予防に係る物品
の購入及び感染性廃棄物処理を行うも
の。

1,175,000 1,175,000 R2.7 R3.3

【購入物品】
ゴーグル　128個
ポリ袋　7セット
キッチンタオル　250セット
ティッシュペーパー　30セット
マスク　350枚
フェイスシールド　100個
手袋　720箱
消毒用エタノール　90本
シューズカバー　7個
ストレッチャーマットレスフィットカバー　5個
感染性廃棄物処理委託料　63,000円

救急隊員が使用する各種感染防止資器材を拡充し
たことにより、感染防止対策を効果的に進めるこ
とができた。

警防課
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23
学校運営管理
事業

家庭学習用プリント等配布のための用紙
を購入するもの。

10,548,455 10,548,455 R2.7 R3.3

【購入物品】
（小学校における家庭学習用プリント等配布のた
めの用紙）
4,122,696枚
（中学校における家庭学習用プリント等配布のた
めの用紙）
2,488,050枚
（高等学校における家庭学習用プリント等配布の
ための用紙）
440,000枚
その他印刷用品

新型コロナウイルス感染症拡大時においても、家
庭学習用プリントを配布することで、家庭でも教
育活動が継続できる体制を整備することができ
た。

教育政策課
市立和歌山高校

24 学校維持管理事業①

３月～５月の学校の臨時休業に伴う学習
不足を補う為、本来学校が休みの期間
に、空調機器（電気、ガス）を使用する
もの。

27,888,070 27,888,070 R2.5 R3.3

（小学校）
電気　11,719,425円
都市ガス　2,372,036円
（中学校）
電気　2,670,939円
LPガス　8,543,716円
都市ガス　1,778,399円
（高等学校）
電気　174,426円
ガス　629,129円

教室で換気を行いながら授業を実施することで、
感染拡大防止を行うことができた。

教育政策課
市立和歌山高校

25 学校維持管理事業②

学校臨時休業からの再開にあたり、新型
コロナウイルス感染症対策に必要な消毒
液や液体石鹸、体温計等の保健衛生用品
を購入するもの。

15,672,669 15,672,669 R2.4 R3.3

【購入物品】
小学校51校
中学校18校
義務教育学校　１校
高等学校　１校
にて、使用する消毒液等の衛生用品を購入。

消毒液や非接触型体温計等を購入し、感染症対策
を徹底することで、児童及び生徒が安心して通え
る学校づくりに寄与することができた。

教育政策課
市立和歌山高校

26 学習支援等拡充事業

学校休業に伴う学習不足を補うため、夏
休みが短縮される期間、発達障害のある
児童・生徒、肢体に障害がある児童・生
徒に学習上や生活上の支援、介助を行
う、支援員、支援補助員を派遣するも
の。

12,041,257 12,041,257 R2.7 R3.3

【派遣日数】
支援員　１８日　４７人
補助員　１８日　２２人

・生徒指導補助員の配置
　１８日　１８人

・就職支援相談員の設置
　１８日　１人

支援員、支援補助員、相談員の配置日数を増や
し、夏休みが短縮された期間に児童生徒の学習の
補充、学校生活の支援などを充実させることがで
きた。

学校支援課



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

27 広報事業
コロナ関連の情報を市民にお知らせし、
支援制度等の活用を促進するもの。

11,081,616 11,081,616 R2.4 R3.3

（市報わかやま）
23ページ
（コロナ関連の情報を掲載した新聞広告等）
20本
（テレビ広報）
14本
（テレビスポットの制作・放送）
13本
（ラジオスポット）
22本

様々な媒体を通じて、ワクチンや支援制度等の新
型コロナウイルス関連の情報を、市民に周知を行
うことができた。

広報広聴課

28 公園管理事業

新型コロナウイルスの影響で利用者が増
えた公園において、園路除草、遊具等施
設の保守点検について、自発的に協力し
ていただく地域団体の結成を奨励し、一
定の助成を図ることを趣旨とするもの。

4,721,190 4,721,190 R2.4 R3.3

【実施公園数】
６３公園

公園内を清潔に保つことで衛生環境を保持し、感
染リスクを軽減することができた。

公園緑地課

29
妊婦応援臨時特別給付
金支給事業

新型コロナウイルス感染症予防対策に留
意して過ごしている妊婦さんに対し、
妊婦応援臨時特別給付金を支給するた
め、会計年度任用職員を雇用するもの。

1,885,519 1,879,877 R2.5 R3.3

【会計年度任用職員雇用実績】
４人

事業を実施するにあたって配置した部署の業務の
負担軽減を図ることができた。

子育て支援課

30
コロナ感染予防対策事
業（非常勤職員）

感染症担当部局に非常勤職員の応援支援
を行い、保健師等が技術的な業務に専念
できるよう体制を整備するもの。

8,542,923 8,526,473 R2.4 R3.3
【非常勤職員雇用実績】
2人

医師による支援により、急増した業務を円滑に進
めることができた。

総務企画課

31 中小企業支援事業
セーフティネット保証融資受給資格認定
及び金融相談業務のため、会計年度任用
職員を雇用するもの。

2,339,634 2,339,082 R2.4 R3.3
【会計年度任用職員雇用実績】
1人

金融相談1,715件、セーフティネット保証認定
5,517件の対応を行い、事業者が迅速に融資を受け
るための支援をすることができた。

商工振興課

32 移住・定住推進事業

新型コロナウイルス感染症の影響によっ
て増加傾向にある地方移住を希望検討す
る方々に対し、総合的な情報発信を行う
ため、移住に特化したホームページの作
成、移住フェア等への参加回数を増やす
ためのもの。

6,176,500 6,176,500 R2.9 R3.3

ホームページ作成　R2.9月～R3.3月（R3.4月～運
用開始）
移住フェア実施回数　２回

ホームページについては、R3.4.1から運用を開始
し、月平均約2,000人のユーザーが閲覧しており、
和歌山市に興味を持っている移住検討者に対して
アプローチできた。また、オンライン開催となる
移住フェアが多い中で、東京と大阪で実施された
対面による移住フェアに出展し、計19組28名の移
住相談を受け付け本市の情報発信を行うことがで
きた。

移住定住戦略課



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

33
お試し居住施設整備支
援事業

本市への移住やワーケーションを検討す
る方々に対し、魅力ある暮らし体験や地
方でのテレワークができる施設を提供す
るために、事業者に対し、施設整備に係
る費用を補助するもの。

6,400,000 6,400,000 R2.8 R3.3

【支給件数】
4件 お試し居住施設を利用し、和歌山市での暮らしを

実体験してもらうことで、和歌山市への移住を促
進することができた。

移住定住戦略課

34
地域公共交通感染拡大
防止対策事業

抗菌剤の吹付け及びバス運転席仕切り
カーテンの設置に対し補助金を支給する
もの。

254,000 254,000 R2.11 R3.3
【支給件数】
　1件

車内において抗菌・抗ウイルス処理等を実施する
ことにより、徹底した感染症対策を実施すること
ができた。

交通政策課

35 地域バス運営補助事業

紀三井寺団地の地域バスについて、新型
コロナウイルス感染症拡大防止に伴う不
要不急の外出自粛要請への協力に対する
奨励金を交付するもの。

400,000 400,000 R2.10 R3.2

【支給額】
　400,000円
　紀三井寺団地地域バス運営協議会

運行経費の一助となることから、地域バスの減便
を抑制し、車内の密集・密接を軽減することがで
きた。

交通政策課

36
タクシー事業者支援事
業

タクシー事業者について、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止策の実施等に対す
る奨励金を交付するもの。

8,040,000 8,040,000 R2.10 R3.3

【支給件数】
　72件

タクシー事業者の経費の一助となり、本市の区域
内における高齢者等の移動手段の維持及び確保を
図ることができた。

交通政策課

37
大規模災害用備蓄対
策・避難場所整備事業

災害時における新型コロナウイルス感染
症対策として避難所用テント等を購入す
るもの。

29,216,636 29,216,636 R2.7 R3.3

【購入物品】
避難所用テント　1,030張
避難所用ブルーシート　1,030枚
避難所用エアマット　10,300枚
避難所用段ボールベッド　1,030組
避難所用間仕切り設営時使用養生テープ　1,140巻
避難所用手指消毒用アルコール　1,030本
避難所用ハンドソープ　515本
避難所用ウエットタオル　103組
避難所用除菌アルコールタオル　206組
避難所用ペーパータオル　9箱
避難所用ゴミ袋　41,200枚
避難所用物品箱（折り畳みコンテナ+フタ）206
セット
避難所用防護服　515着
避難所用非接触型電子体温計　42本

各指定避難所等における感染拡大防止策の強化を
図ることができた。

地域安全課



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

38
オンライン和歌山ジャ
ズマラソン開催事業

和歌山ジャズマラソンの代替イベントと
として、スマートフォンアプリを利用し
たオンラインマラソンイベントを開催
し、健康づくりの支援と地域の魅力発信
を行うもの。

3,589,471 3,589,471 R2.7 R3.3

【参加人数】
2,001人

オンラインマラソンは募集人数2,000名（先着順）
のところ、27日間で定員に達し、他市町村も同様
の事業を行っている中で人気を集めた。ＳＮＳを
活用した広報活動により、全都道府県から参加が
あり、和歌山ジャズマラソンを全国のランナーに
知ってもらう機会とすることができた。
また、マラソンやジャズに関する写真、動画をイ
ンスタグラムに投稿すると抽選で景品が当たるイ
ベントを実施することで和歌山の特産品を全国に
アピールすることができ、304通の応募があり反響
が大きかった。

スポーツ振興課

39 感染予防用品配布事業
国から送付されたマスクを福祉施設に配
布するための経費（配送料等）に充てる
もの。

1,824,428 1,824,428 R2.7 R3.3

【送付件数】
（高齢者・地域福祉課分）
マスク　 82,150枚
手袋　　173,800双
養護老人ホーム、ケアハウス等　延337施設
（障害者支援課分）
マスク　3,800枚
手袋　　51,600双
障害児者施設　77施設
（指導監査課分）
介護保険施設・事業所　1,282件

入手が非常に困難となっていたマスク、手袋等の
衛生用具を配給することができ、感染予防対策の
一助となることができた。

介護サービス事業所・介護施設の継続的なサービ
ス提供に寄与することができた。

高齢者・地域福
祉課
障害者支援課
指導監査課

40
新型コロナウイルス感
染症対策事業

福祉避難所における新型コロナウイルス
感染症対策のための備蓄品を購入するも
の。

1,314,500 1,314,500 R2.8 R3.3

【購入物品】
エアーマット　１７０個
（厚　5cm 110個　23cm 55個　46cm 5個）
屋内型テント　１１０個
スチールラック　　１台

指定福祉避難所における感染拡大防止策の強化を
図ることができた。

高齢者・地域福
祉課

41 子供食堂応援事業
子供食堂の継続的な事業実施を支援する
もの。

2,645,238 2,214,938 R2.9 R3.3
【支給件数】
６件

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため交付
を行い、安全に事業を実施することができた。

子育て支援課

42
感染予防用品配布事業
（私立保育所等）

国から送付されたマスクを私立保育所等
に対して配布するためのもの。 165,310 165,310 R2.5 R3.3

【配布件数】
私立保育所、認定こども園、認可外保育施設
94施設×3回
私立幼稚園10施設×1回

国等から送付されたマスクを配布することで、私
立保育所等が実施する感染症対策への支援をする
ことができた。

保育こども園課



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

43
乳幼児健康診査個別実
施事業

３密を避けるため、４か月児及び10か月
児の乳幼児健康診査を「集団健康診査」
から「個別健康診査」へ切り替えるも
の。

9,497,870 9,497,870 R2.9 R3.3

【実施件数】
1,488件 １０か月児健康診査を各医療機関で実施し、３密

を回避した上で健診を実施することができた。
地域保健課

44
地域ささえ愛チケット
事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受け
ている市民及び市内事業者を支援し、地
域での消費を喚起するため、事前に登録
を受けた市内の事業所（小売・飲食・交
通・各種サービス等）で使用できる商品
券を市民に配布するもの。（1人3,000
円）

1,226,293,325 1,226,293,325 R2.7 R3.3

【利用枚数、金額】
1,066,799枚
1,066,799,000円

新型コロナウイルス感染症の影響で地域経済が落
ち込む中、商品券を配布し、消費が喚起されたこ
とで、市民生活の支援と事業者の支援することが
できた。

産業政策課

45 事業者家賃支援金事業
一定以上売上が減少し、家賃負担のある
市内事業者に対して、家賃の負担を軽減
する支援金を支給するもの。

21,265,347 21,265,347 R2.8 R3.3
【支給件数】
107件

家賃負担を軽減することで、新型コロナウイルス
感染症の影響で一定以上売上が減少した市内事業
者の事業継続に寄与することができた。

産業政策課

46
ふるさと和歌山市　学
生応援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により
アルバイト収入が減少するなど、不安を
感じながらも日々頑張っている本市出身
で市外在住の学生を応援するもの。

11,970,248 11,970,248 R2.7 R3.3

【支給件数】
2,473件

物品の支給により学生を応援するとともに、同封
した、UIJ就職、移住促進、観光、就職イベントに
関する資料により、地元和歌山市のPRにつなげる
ことができた。

産業政策課

47 修学旅行費補助事業
修学旅行の行先変更等に伴い発生する取
消料等の経費を補償するもの。

1,456,140 1,456,140 R2.7 R2.10

【支給件数】
小学校　２３校

新型コロナウィルス感染症の影響により,修学旅行
の行先変更等を行ったことに伴う保護者の経済的
な負担軽減を図ることができた。

学校支援課

48 学校給食管理運営事業

従来の夏季休業期間中に学校給食を実施
するため、各小学校の給食調理場での熱
中症対策として、スポットクーラーの設
置を行うもの。

3,309,000 3,309,000 R2.7 R2.7

【設置件数】
３４学校

給食室の環境改善に寄与するとともに、給食室室
内の感染拡大防止及び熱中症対策に寄与すること
ができた。

保健給食管理課

49 学校給食管理運営事業

感染症の影響により今後も夏季休業期間
中に給食実施を行う状況になる可能性も
考えられるため、給食調理場に保冷庫の
設置を行うもの。

14,348,459 14,348,459 R2.9 R3.3

【設置件数】
３４学校

給食室の環境改善に寄与するとともに、給食室室
内の感染拡大防止及び食中毒対策に寄与すること
ができた。

保健給食管理課

50 幼稚園維持管理事業

幼稚園における新型コロナウイルス感染
症対策を徹底するために、換気で窓を開
けた際の害虫侵入防止のための網戸を、
各教室に設置するもの。

1,008,758 1,008,758 R2.7 R3.3

【設置件数】
69教室

幼稚園の窓に網戸を設置することで、窓を開けて
換気を行う際の害虫の侵入を軽減することができ
た。
これにより換気を容易に行うことができるように
なり、感染症対策を強化することができた。

教育政策課



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

51
第二共同調理場管理運
営事業

従来の夏季休業期間中に学校給食を実施
するため、第二共同調理場での熱中症対
策として、スポットクーラーの設置する
もの。

389,400 389,400 R2.7 R2.7

【設置件数】
４箇所

調理場の環境改善に寄与するとともに、調理場内
の感染拡大防止及び熱中症対策に寄与することが
できた。

保健給食管理課

52
地域公共交通感染拡大
防止対策事業（バス）

新型コロナウイルス感染症予防を徹底す
るために、バス事業者が国庫補助を活用
して実施する路線バス車両等への抗菌剤
の吹付けに係る経費の事業者負担分に対
し、一部補助を行うもの。

443,000 443,000 R2.11 R3.3

【支給件数】
　1件

車内においてバス車両への抗菌剤の吹き付けにか
かる費用に対し支援を行い、市感染症対策を強化
することができた。

交通政策課

53
地域公共交通維持・確
保支援事業（バス）

新型コロナウイルス感染症対策を講じた
うえで、従前相当の輸送力を維持するバ
ス事業者に対し、運行継続のための費用
の支援を行うもの。

1,589,000 1,589,000 R2.11 R3.3

【支給件数】
　1件

バス事業者が実施する車内の密度を上げないよう
に配慮した高速バスの運行にかかる費用に対し支
援することで、感染症対策の強化が図ることがで
きた。

交通政策課

54
地域公共交通感染拡大
防止対策事業（電車）

新型コロナウイルス感染症対策を講じた
うえで、従前相当の輸送力を維持する鉄
道事業者に対し、運行継続のための費用
の支援を行うもの。

1,858,000 1,858,000 R2.11 R3.3

【支給件数】
　１件

運行経費の一助となることから減便の抑止につな
がり、車内の密集・密接を軽減することができ
た。

交通政策課

55
地域公共交通維持・確
保支援事業（電車）

新型コロナウイルス感染症の影響により
激減する利用者の回復に向け、鉄道事業
者が実施する需要回復事業に対し補助を
行うもの。

4,850,000 4,850,000 R2.11 R3.3

【支給件数】
１件 利用者の回復に向けた事業者が実施する需要回復

事業に対して支援を行うことができた。
交通政策課

56 自転車活用推進事業
「新しい旅行スタイル」の環境整備を行
うため、サイクリストを受け入れるため
のサイクルラック等の購入を行うもの。

675,180 675,180 R2.12 R3.3

【購入物品】
　空気入れ・工具　各15個
　サイクルラック　28台

サイクルラック等の設置を行うことで、新しい生
活様式を踏まえた環境整備を推進することができ
た。

交通政策課

57
行政情報システム運営
事業（Ｗｅｂ会議）

「新しい生活様式」実践に向けて、３密
対策、行政のデジタル化に取り組むた
め、Weｂ会議を実施するためのＷｅｂ
カメラの購入等を行うもの。

723,624 723,624 R2.10 R3.3

【購入物品】
Webカメラ　103個
スピーカーフォン　13個
ヘッドセット　90個
Web会議用有料ライセンス
モニター（32インチ）　1台
モニタースタンド　1台

対面で行っていた庁内、庁外会議をWeb会議に置
き換えることで、コロナ感染リスクの軽減、移動
時間の短縮等業務効率化を図ることができた。

デジタル推進課

58
行政情報システム運営
事業（テレワーク）

テレワークを実施するためのモバイルＰ
Ｃの購入等を行うもの。

5,841,000 5,841,000 R2.10 R3.3
【購入物品】
モバイルPC　３０台
リモートデスクトップ回線費

テレワークを行うことでコロナ感染のリスク軽減
を図ることができた。

デジタル推進課



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

59
市民スポーツ広場管理
運営事業

新型コロナウイルス感染症対策をするた
め、落下式トイレを簡易水洗式トイレに
改めることで、排泄物を通じた飛沫感染
等を防止するとともに、便器数を増やす
ことで市民スポーツ広場の衛生環境を改
善するもの。

5,684,030 5,684,030 R2.11 R3.3

【改修実績】
１か所（導入トイレ数：７基） 移動式簡易水洗トイレにすることで、飛沫感染を

防止するとともに、便器数を増設し密の解消を図
ることで、新型コロナウイルスの感染症対策を強
化することができた。

スポーツ振興課

60
市民温水プール管理運
営事業

新型コロナウイルス感染症対策として市
民温水プールの空気・換気環境を改善す
るもの。

15,676,650 15,676,650 R2.12 R3.3
【改修実績】
１か所

館内の密閉を回避し、空気冷却・送風機能を高め
換気機能を向上させることで、新型コロナウイル
スの感染症対策を強化することができた。

スポーツ振興課

61
体育施設換気機能向上
事業

新型コロナウイルス感染症対策として市
内スポーツ施設等の更衣室の換気機能向
上を図るため、体育館、市民温水プー
ル、つつじが丘テニスコートの更衣室へ
の扇風機の取付けや、アクリルシールド
の設置を行うもの。

1,593,064 1,593,064 R2.11 R3.3

【改修実績】
５か所

スポーツ施設の窓口にアクリルパーティションを
設置するとともに、各施設の更衣室の天井に扇風
機を設置し、更衣室内の換気を行うことで、施設
職員又は施設利用者への感染拡大防止に寄与する
ことができた。

スポーツ振興課

62
新型コロナウイルス感
染症対策事業

子育て短期支援事業を行う里親家庭に対
して、新型コロナウイルス感染症予防の
ための物品を配布するもの。

503,326 503,326 R2.9 R3.3

【購入物品】
　マスク　140箱
　消毒液　120本
　ティッシュペーパー　50枚
　あしりふき　10ケース　等

子育て短期支援事業を行う里親家庭に対して、新
型コロナウイルス感染症予防のための備品を配布
することで、感染症対策を強化することができ
た。

こども総合支援
センター

63
初期救急医療体制支援
事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、夜間・休日急患センターの受診者
数が激減し、診療報酬が大きく減収にな
り、今後も減収が見込まれるため、運営
費等への補助を行うもの。

89,217,892 89,217,892 R2.11 R3.3

【支給金額】
応急診療センター交付金
89,218,000円

コロナ禍の夜間・休日応急診療センターを安定し
て運営することができた。

総務企画課

64 備蓄用品等補充事業
今後の感染拡大局面に備え、保健所備蓄
用品等を補充するため、医療資器材の購
入を行うもの。

18,988,518 18,988,518 R2.11 R3.3

【購入物品】
 サージカルマスク　3,300箱
 N95マスク　550箱
 フェイスシールド　1,040箱
 キャップ　5箱
 グローブ　200箱

購入した備蓄用品を活用し、感染拡大時にも必要
物品の不足に陥ることなく対応することができ
た。

総務企画課

65
コロナ感染予防対策事
業（各種手当）

新型コロナウイルス感染症に対応するた
めの防疫等作業手当について、感染リス
クが高く、厳しい勤務となることから、
特殊勤務手当を増額し支給する。また、
新型コロナウイルス感染症対応に必要と
する時間外勤務手当、管理職員特別勤務
手当及び休日勤務手当を支給するもの。

68,076,223 68,076,223 R2.4 R3.3 ー ー ー



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

66
ＰＣＲ検査体制強化事
業

PCR検査機器や検査関連機器の購入を行
うもの。

2,346,487 2,346,487 R2.10 R2.12

【購入物品】
小型卓上遠心機
薬用冷蔵ショーケース
DNAワークブース
ステリライズロッカー
冷蔵庫
卓上プレート遠心機
ボルテックスミキサー
ミニドライバス
遠心機
製氷機

新型コロナウイルス感染症PCR検査を迅速かつ正
確に実施することにより、感染の早期発見及びク
ラスター発生時の感染拡大の抑制に寄与すること
ができた。

衛生研究所

67
和歌山城公園施設管理
事業

和歌山城天守閣において、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のための物品購入
を行うもの。

374,000 374,000 R2.10 R2.11

【購入物品】
サーマルカメラ　1台 非接触で入館者の体温を検温し、高熱を検知した

方には入館を控えるよう案内できるようになった
ことで、感染症対策が図ることができた。

和歌山城整備企
画課

68 紅松庵空調整備事業
茶室紅松庵のエアコンを防カビ、バイオ
抗菌仕様のものと入れ替えるためのも
の。

4,279,000 4,279,000 R2.11 R3.3
【改修実績】
1か所

空調能力の向上により、換気しながら室内を適温
に保つことができ、感染拡大防止策の強化を図る
ことができた。

和歌山城整備企
画課

69
消防関係感染症対策事
業

感染防止ゴーグル等の衛生用品購入を行
うもの。

3,178,000 3,178,000 R2.10 R3.3

【購入物品】
感染防止ゴーグル420個
非接触式電子温度計　25台
飛沫防止パネル　64台
その他、衛星用品等

来庁者及び職員の感染対策が強化され、感染拡大
防止に寄与することができた。

消防総務課

70
消防団員感染症対策事
業

地域防災活動に関わる消防団員の衛生用
品購入を行うもの。

8,068,000 8,068,000 R2.10 R3.3

【購入物品】
フェイスシールド付ヘルメット　1,750個
交換用フェイスシールド　80個
ヘルメット周章　2,050本
耐切創性手袋　712枚

消防団員の新型コロナウイルス感染症予防に寄与
することができた。

消防総務課

71 教育相談活動事業

長期の学校休業により、進学や就職等に
不安を抱える生徒を支援するため、市立
和歌山高等学校に派遣しているスクール
カウンセラーの派遣日数増加を行うも
の。

269,279 269,279 R2.4 R3.3

【派遣日数増加件数】
１１日 新型コロナウイルス感染症の流行、それに伴う長

期の学校休業等により、進学や就職等に不安を抱
える生徒を支援することができた。

学校教育課
子ども支援セン
ター



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

72
小学校給食施設整備事
業

学校給食を実施するために、環境整備を
行う。感染症の影響により今後も夏季休
業期間中の給食実施を行う等の状況にな
る可能性も考えられるため、突発的な事
態にも柔軟に対応できるようにする。ま
た、給食室からの感染症拡大を防止する
ため、環境を改善するもの。

140,378,739 137,500,913 R3.2 R4.1

【改修実績】
２４学校

給食室の環境改善に図ることで、給食室室内の感
染拡大防止及び熱中症対策に寄与することができ
た。

保健給食管理課

73 学校運営事業
生徒一人に一台のコンピュータ端末の整
備と、オンライン教育の充実に必要な関
係機器を購入するもの。

65,387,674 65,387,674 R2.11 R3.3

【購入物品】
・タブレット　800台
・保管庫（42台用）　16台
・保管庫（32台用）　6台
・モバイルルーター　100台
その他、ICT関連機器導入セットアップ費用等

新型コロナウィルス感染症拡大時にも教育活動が
継続できる体制を整備することができた。

市立和歌山高校

74 図書館管理運営事業

図書館が密になるのを避け、かつ外出が
難しい利用者に本を届けることで図書館
サービスを向上させるために、機動性の
高い小型移動図書館車購入を行うもの。

14,343,838 14,327,518 R2.11 R3.3

【購入物品】
小型移動図書館車　1台

道幅の狭いところにも本を届けることができ、図
書館サービスを向上させることができた。また、
イベントにも参加することが可能なことから、現
在幅広く周知を図っているところである。

読書活動推進課

75 介護保険事業

介護保険事業特別会計において、コンビ
ニ収納及びキャッシュレス収納が可能と
なるようシステム改修を行う費用に対し
繰出金を計上するもの。

5,806,350 5,806,350 R2.11 R3.3

介護保険事業特別会計繰出金
5,806,350円

非接触のキャッシュレス決済は、新型コロナウイ
ルスの感染機会を軽減させるとともに、収納方法
のひとつとして被保険者の利便性の向上に寄与す
ることができた。

介護保険課

76 後期高齢者医療事業

後期高齢者医療事業特別会計において、
コンビニ収納及びキャッシュレス収納が
可能となるようシステム改修を行う費用
に対し繰出金を計上するもの。

4,931,850 4,931,850 R2.11 R3.3

後期高齢者医療特別会計繰出金
4,931,850円

非接触のキャッシュレス決済は、新型コロナウイ
ルスの感染機会を軽減させるとともに、収納方法
のひとつとして被保険者の利便性の向上に寄与す
ることができた。

保険総務課

77
情報教育ネットワーク
設備整備事業

市立小・中学校の児童生徒が学校及び家
庭でコンピュータを安全にネット接続す
るためのフィルタリングソフトを導入す
るもの。

15,688,200 15,688,200 R2.12 R3.3

フィルタリングソフト導入実績
フィルタリングソフトumbrellaの
①ソフト借り上げ料  10,738,200円
 ②データセンター・プロキシサーバーの設定費用
4,950,000円

ＧＩＧＡスクール端末が学校の内外を問わず、イ
ンターネットに接続し、安全に利用することがで
きるようになったことで、オンライン授業や校外
学習での使用など活用の幅を広げることができ
た。

教育研究所



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

78 庁舎管理事業

時差出勤への対応、夏場のマスク着用に
よる不快感を解消し、効率的に業務を進
めるために、市役所本庁舎・東庁舎にお
いて実施する空調の稼働時間の延長及び
設定温度の引下げに伴い、光熱水費を増
額するもの。

8,000,531 8,000,531 R2.6 R2.10

【電気空調】
　　5,696,241円
【ガス空調】
　　2,304,290円

時差出勤への対応、夏場のマスク着用による不快
感を解消することができた。

管財課

79
新型コロナウイルス感
染症に伴う減免対応に
係る国保システム改修

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健
康保険料減免に対応するためのシステム
改修を行うもの。

3,630,000 3,630,000 R2.8 R2.10

システム改修費用
3,630,000円 システム改修により減免処理を効率的に行うこと

ができた。
国保年金課

80
住民税申告窓口の混雑
回避対応事業

住民税申告が必要な市民に対し、申告書
送付時に返信用封筒を同封し、郵送申告
を促すとともに、出張受付窓口を増設
し、本庁舎への集中を回避するもの。

136,938 136,938 R3.2 R3.3

【送付件数】
9746件 返信用封筒を同封したことにより、郵送での申告

が増え、来庁による窓口申告が減少したことによ
り、混雑を緩和させることができた。。

市民税課

81
保健所施設管理事業
【非常用蓄電池のバッ
テリー交換】

新型コロナウイルス感染症対策本部等を
有する保健所施設において、非常時でも
感染症対策業務や市民対応業務等が滞る
ことがないようにするため保健所施設に
おける非常用蓄電池のバッテリー交換の
環境整備を行うもの。

2,187,020 2,187,020 R2.8 R3.2

【バッテリー交換数】
54本

保健所の停電時にも大きなトラブルなく復旧で
き、通常業務を続けることができた。

総務企画課

82
保健所施設管理事業
【トイレ洋式化】

新型コロナウイルス感染症に関する相談
等で市民が来所する保健所施設におい
て、和式トイレの洋式化感染拡大等を防
止するための環境整備を行うもの。

1,211,100 1,211,100 R3.3 R3.3

【改修実績】
１か所

来所する市民がトイレを使う際に、安心感を与え
ることができた。

総務企画課

83
保健所施設管理事業
【光熱水費の年間増加
見込額】

新型コロナウイルス感染症対策本部等を
有する保健所施設における感染症対策に
伴う事務量の増加や接触者健診等の市民
対応業務などにより、増加した光熱水費
の支払いに充てるもの。

1,383,006 1,383,006 R2.4 R3.3

【R2年度の4月～11月までの実績とR元年度の4月
～11月までの実績を比較し、その増加分】
2,956,166円 増加した光熱費水費に活用することができた。 総務企画課

84 学校給食管理運営事業
所々修繕料の内、空調設備改修、換気の
ための換気扇・網戸改修等コロナ感染防
止につながる改修を行うもの。

1,528,010 1,528,010 R2.6 R2.12
【改修実績】
空調設備改修、換気のための換気扇・網戸改修等
８件

給食室の環境改善が図られ、給食室室内の感染拡
大防止に寄与することができた。

保健給食管理課



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

85 学校施設維持管理事業
所々修繕料の内、幼稚園、高等学校、若
竹学級のトイレ改修・空調機改修を行う
もの。

4,390,430 4,390,430 R2.6 R3.3

【改修実績】
（幼稚園）トイレ改修　8園
（高等学校）空調機改修 　該当なし
　　　　　　トイレ改修 　該当なし
（若竹学級）空調機改修　2カ所

（幼稚園）園舎のトイレについて、より感染リス
クの低い洋式便器へ改修し、感染拡大防止策の強
化を図ることができた。
（若竹学級）空調機を整備したことにより、室内
温度を適温に保ちながら換気することができ、感
染拡大防止策の強化を図ることができた。

教育施設課
青少年課

86
地域活動拠点維持管理
事業

公共施設における新型コロナウ イルス感
染症予防のため支所・連絡所に空調設備
を設置するもの。

520,300 520,300 R2.4 R2.5
【改修実績】
２か所

空調能力の向上により、換気しながら室内を適温
に保つことができ、感染拡大防止策の強化を図る
ことができた。

自治振興課

87 庁舎内感染症対策事業
飛沫感染を防止するため、執務室の配置
を変えるなど執務室内の改修を行うも
の。

3,873,974 3,873,974 R2.4 R3.3
【改修実績】
21か所

執務室の配置の変更をすることによって、飛沫感
染の防止を図ることができた。

管財課

88
窓口案内システム整備
事業

新型コロナウイルス感染予防のため、Ｗ
ｅｂ機能により窓口の混雑状況が確認で
きる発券機を導入するもの。

4,963,893 4,963,893 R2.12 R3.3
【発券機購入台数】
発券機　　　４台（個別表示機　１４台） 混雑緩和と長時間滞在を避けることができた。 市民課

89 保健所施設管理事業
保健所1階、2階の男子・女子トイレの手
洗い場11か所を自動水栓化するもの。

2,224,200 2,224,200 R3.3 R3.3
【改修実績】
11か所

手洗い場の自動水洗化により、市民に安心感を与
えることができた。

総務企画課

90
乳幼児健康診査（１歳
６か月児）

１歳６か月歳児の乳幼児健康診査を実施
する際、対象児等が密にならないように
回数を増やす等のため医師や看護師等の
報償金増加に係る経費を支払うもの。

1,854,300 1,854,300 R2.9 R3.3

報償金支給件数
　医師　　　　46件
　医師以外　　102件

１歳６か月児健康診査の健診回数を増やしたこと
で３密を回避した上で健診を実施することができ
た。

地域保健課

91
乳幼児健康診査（３歳
児）

３歳児の乳幼児健康診査を実施する際、
対象児等が密にならないように回数を増
やす等のため医師や看護師等の報償金増
加に係る経費を支払うもの。

3,122,700 3,122,700 R2.9 R3.3

報償金支給件数
　医師　　　　117件
　医師以外　　282件

３歳児健康診査の健診回数を増やしたことで３密
を回避した上で健診を実施することができた。

地域保健課

92
生活支援ハウス運営事
業

老人福祉施設（生活支援ハウス）におけ
る感染症予防のための物品を購入するも
の。

926,200 926,200 R2.12 R3.2

【購入物品】
プラスチックエプロン40枚
非接触体温計　　25個
その他衛生用品

老人福祉施設において必要な感染症予防物品を確
保することで、新型コロナウイルス感染症の感染
対策に高い効果を得ることができた。

高齢者・地域福
祉課

93
博物館地下駐車場整備
事業

公共施設における他者との接触機会の減
少による感染予防及びコロナ終息後を見
据えた利用環境の改善をするもの。

14,043,840 1,727,580 R3.1 R3.6

【改修実績】
４か所（監視カメラ設備、排気（換気）設備、消
火設備等の修繕）

隣接する施設と共用していた地下駐車場を博物館
単独で供用するための整備を行うことで、他者と
の接触機会の減少を図ることができた。

博物館
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94
新型コロナウイルス感
染拡大防止対策促進奨
励金

飲食事業者の感染拡大防止対策を促進す
ることで、新型コロナウイルスの感染拡
大を防止し、市民の安全・安心を確保す
るとともに、飲食事業者の事業継続を図
るもの。

85,389,991 85,389,991 R2.12 R3.5

【支給件数】
 862件 感染拡大防止対策に係る経費を補助することで、

飲食事業者の新型コロナウイルス感染拡大防止対
策を促進することができた。

商工振興課

95 姉妹都市交流事業

和歌山国際姉妹都市親善協会実施の海外
姉妹都市３都市の市民とのオンライン形
式による交流活動に対して事業補助
（1/2）を行うもの。

171,533 171,533 R2.4 R3.3

【補助額】
339,000円
和歌山国際姉妹都市親善協会

購入した機材を活用し、姉妹都市３都市とのオン
ライン交流行事を３回実施、述べ９２人の市民が
参加し、親睦を深めることができた。
コロナ禍のため相互訪問や直接対面が難しい状況
の中で、市民の交流活動を支援し、相互理解と親
睦を深めることができた。

国際交流課

96
公園及び児童遊園の修
繕事業

コロナ禍において利用が増加傾向となっ
ている公園及び児童遊園の老朽化した遊
具等の修繕をすることで、安全確保及び
環境整備を行うもの。
また、各公園内、園路の環境整備を行
う。

33,609,388 33,609,388 R2.4 R3.3

【改修実績】
１１７か所
【除草実績】
７９か所

公園施設を適切な状態に回復させることで公園を
訪れた人の感染防止に寄与することができた。

公園緑地課

97 感染予防用品購入事業
議場及び委員会室等の感染症対策とし
て、工場扇、空気清浄機及びパーテー
ションの購入を行うもの。

1,364,946 1,364,946 R2.5 R3.2

【購入物品】
工場扇　2台
工場扇　床置き型　4台
工場扇カバー　3セット
次亜塩素酸空間除菌脱臭機　1台
加湿空気清浄機　13台
アクリルパーティション　22台

議場及び委員会室等での感染防止に寄与すること
ができた。。

議会総務課

98
消防関係感染症対策事
業

消防署各出張所の和式トイレを洋式化に
するもの。

1,493,140 1,493,140 R2.12 R3.3
【改修実績】
4か所

洋式トイレに改修することで飛沫拡散を防止し、
感染症対策を強化することができた。

消防総務課

99
救急高度化等推進整備
事業

救急業務に関わる職員の感染予防のため
に、感染防護衣及び手袋の購入を行うも
の。

3,943,000 3,943,000 R2.12 R3.2
【購入物品】
感染防護衣　128着
手袋　265箱

救急隊員が使用する感染防護衣及び手袋を拡充し
たことにより、感染防止対策に寄与することがで
きた。

警防課

100
小学校ネットワーク整
備事業

ＧＩＧＡスクールに対応した校舎の整備
を行うもの。（小学校校舎増築分）

2,310,000 2,310,000 R3.3 R3.3
設置委託料　2,310,000円 インターネット環境整備することで、安定した教

育の提供を行うことができた。
教育研究所

101
市立和歌山高等学校空
調機器修繕事業

空調機器が故障して正常に作動しないた
め、入れ替え作業を行うもの。

1,994,300 1,994,300 R3.2 R3.3
【改修実績】
3か所

空調機を整備したことにより、換気しながら室内
を適温に保つことができ、感染拡大防止策を行う
ことができた。

市立和歌山高校

102
市立和歌山高等学校感
染予防対策事業

水栓カランに触れることにより菌が再付
着し感染する可能性があるため非接触型
のカランに取り替えるもの。

942,021 942,021 R3.3 R3.3
【改修実績】
２５か所

自動水栓にしたことで、蛇口への接触をなくすこ
とで感染症拡大防止策を行うことができた。

市立和歌山高校



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

103
外国籍児童等受入対策
事業

帰国子女や外国籍等で日本語がうまく話
すことができず不安を抱えている児童・
生徒を支援するもの。（日本語指導を行
うサポートスタッフの勤務日数の増加に
係る経費）

760,500 760,500 R2.4 R3.3

【勤務日増加回数】
１０１４回 児童生徒同士のコミュニケーションが制限を受け

る中、児童・生徒を語学的にサポートすること
で、日常生活や学習の充実を図ることができた。

学校教育課
子ども支援セン
ター

104
教育施設感染予防対策
事業

新型コロナウイルス感染症対策のため、
学校・園で使用する消毒液等の衛生用品
を購入するもの。

8,460,337 8,460,337 R3.2 R3.3

【購入物品】
小学校52校
中学校19校
幼稚園11園
にて、使用する消毒液等の衛生用品を購入。

新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図る視点
から、非接触式体温計や消毒液等の消耗品を購入
し、感染症対策の徹底を図ることができた。

教育政策課

105
教育施設空調機整備事
業

新型コロナウイルス感染症対策のため、
学校・園の保健室等に空調機を整備する
もの。

5,167,426 5,167,426 R3.1 R3.3

【設置実績】
小学校19か所
中学校6か所
幼稚園6か所

空調機を整備したことにより、換気しながら室内
を適温に保つことができ、感染症対策の強化を図
ることができた。

教育政策課

106
部活動等感染予防対策
事業

新型コロナウイルス感染症対策のため、
学校における部活動で使用する消毒液等
の衛生用品及びスポーツ用品等を購入す
るもの。

6,107,857 6,107,857 R2.4 R3.3

【購入物品】
消毒液等の衛生用品
接触頻度減少のためのスポーツ用品

衛生用品とボールなどのスポーツ用品等を購入し
て、衛生面に気を配りながら、増えた用具で接触
頻度を減らすことで、密集の回避など感染症対策
に資することができた。

教育政策課

107 学校施設維持管理事業
コロナ感染防止のための衛生環境の改善
に資する空調機の取付を行うもの。
（小学校・中学校・幼稚園）

12,574,987 12,574,987 R3.3 R3.3

【設置実績】
小学校　17校18室
中学校　4校6室
幼稚園　5園6室

空調機を整備したことにより、換気しながら室内
を適温に保つことができ、感染拡大防止策の強化
を図ることができた。

教育施設課

108
子ども・子育て支援交
付金

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小
学校の臨時休業等により、春休み終了日
の翌日以降平日において午前中から開所
するための経費の補助、及び地域子ど
も・子育て支援事業を利用する場合にお
いて、利用料相当額の補助を行うもの。

11,430,102 3,810,102 R2.4 R3.3

【支給件数】
・放課後健全育成事業　１０３件
・子育て援助活動支援事業　２件 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い臨時休業

等の措置を講じたことにより増大する家計負担を
軽減することができた。

子育て支援課

109
学校保健特別対策事業
費補助金

学校再開等にあたり、集団感染のリスク
を避けるため、学校で使用する消毒液等
の保健衛生用品等の購入を行うもの。

8,471,100 4,236,100 R2.4 R3.3

【購入物品】
小学校51校
中学校18校
義務教育学校　１校
高等学校　１校
にて、使用する消毒液等の衛生用品を購入。

消毒液や非接触型体温計などの衛生用品を購入し
て、集団感染を避ける感染症対策を徹底すること
で、児童や生徒が安心して通える学校づくりに繋
がり、各学校の運営に資することができた。

教育政策課



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

110
学校保健特別対策事業
費補助金

学校における感染症対策を徹底しながら
児童及び生徒の学びの保障をする体制を
整備するもの。

101,000,000 50,500,000 R2.8 R3.3

【小学校】
68,500,000円
【中学校】
26,500,000円
【義務教育学校（前期・後期）】
3,000,000円
【高等学校】
3,000,000円

補助金で消毒液や空気清浄機など、学校の感染症
対策に役立つものと、自宅学習用のプリントな
ど、児童及び生徒の学びを保障するのに役立つも
のを購入することで、各学校の運営に寄与するこ
とができた。

教育政策課

111 精神保健対策費補助金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止を目的とした外出自粛要請や様々な制
限、生活様式の変化等により、多くの市
民が不安やストレスをかけている。この
ため保健所における精神保健福祉業務を
拡充しこころのケア支援事業を実施する
ことについて、市民に周知啓発を行うも
の。

454,000 114,000 R2.4 R3.3

【購入物品】
パンフレット　8,000部　301,400円
カラーコピーカウンター料　35,600円
印刷製本費　4,000円
通信運搬費　113,000円

【相談件数】相談件数２０２件
新型コロナウイルス感染症に対応した心のケア相
談窓口の周知や対処方法に関するリーフレットや
チラシ等の作成・配布や広報誌・ホームページ・
情報誌等の活用を行うことで情報提供を行い、市
民のメンタルヘルスの保持増進を図ることができ
た。

保健対策課

112
児童福祉事業対策費等
補助金

こども総合支援センターにおける、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のための
物品購入を行うもの。

997,565 499,565 R2.4 R3.3

【購入物品】
マスク・フェイスシールド・次亜塩素酸水・ウ
エットティッシュ・手指消毒スプレー・ペーパー
タオル
・手指消毒ポンプ・手指消毒詰替用等消耗品
空気清浄機　7台
卓上アクリルパネル（窓なし）　2台
卓上アクリルパネル（窓あり）　4台
殺菌線消毒ロッカー　1台

こども総合支援センターにおける感染拡大防止策
の強化を図ることができた。

こども総合支援
センター

113
児童福祉事業対策費等
補助金

安全確認等対応職員を新たに配置し支援
対象児童等の定期的な状況確認を行うも
の。

392,416 196,416 R2.7 R2.11
【会計年度任用職員雇用実績】
1人

安全確認等対応職員を新たに配置したことで、支
援対象児童等の定期的な状況確認を行うことがで
きた。

こども総合支援
センター

114 母子保健衛生費補助金
３密を避けるため、４か月児の乳幼児健
康診査を「集団健康診査」から「個別健
康診査」へ切り替えるもの。

8,823,840 4,412,840 R2.9 R3.3
【実施件数】
1,488件

4か月児健康診査を各医療機関で実施し、３密を回
避した上で健診を実施することができた。

地域保健課

115 介護保険事業費補助金

新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者
に対応した介護保険サービス事業所等が
事業を継続するために、通常のサービス
提供時以上にかかった割増経費に対して
補助を行うもの。

12,458,000 4,153,000 R2.8 R3.3

【支給件数】
実施計画NO.136と合わせて17件

介護サービス事業所・介護施設の継続的なサービ
ス提供に寄与することができた。

指導監査課



No. 事業名 事業概要 総事業費 臨時交付金充当額 事業始期 事業終期 実績 効果 担当課

116
障害者総合支援事業費
補助金

障害福祉サービス等施設、事業所におけ
る感染症対策を行うもの。

1,010,310 337,310 R2.4 R3.3

【支給件数】
障害福祉サービス事業所　20件

障害福祉サービス等における感染予防に必要なマ
スク等の衛生用品の確保等に必要な経費について
補助することで事業所における感染症対策支援を
行うことができた。

障害者支援課

117
障害者総合支援事業費
補助金

就労系障害福祉サービス事業者の利用者
における在宅における就労支援を実施す
るため、テレワーク等の導入支援を行う
もの。

2,570,000 1,285,000 R2.4 R3.3

【支給件数】
就労継続支援事業所及び就労移行支援事業所　5件

テレワーク導入経費を補助することで、障害者の
在宅での就労支援を促進し、新型コロナウイルス
の感染拡大防止の後押しすることができた。

障害者支援課

118
障害者総合支援事業費
補助金

特別支援学校等の臨時休業に伴い放課後
等デイサービスの利用が追加的に生じた
利用者負担及び代替サービス額を補助す
るもの。

895,135 224,135 R2.4 R3.3

【支給件数】
放課後等デイサービス事業所　31件

特別支援学校等が臨時休業するなどの理由によ
り、追加的に生じた放課後等デイサービスの利用
者負担について市が負担することで支援を行うこ
とができた。

障害者支援課

119 介護保険事業費補助金

新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者
に対応した介護保険サービス事業所等が
事業を継続するために、通常のサービス
提供時以上にかかった割増経費に対して
補助を行うもの。

6,788,000 2,263,000 R3.3 R3.3

【支給件数】
実施計画NO.131と合わせて17件

介護サービス事業所・介護施設の継続的なサービ
ス提供に寄与することができた。

指導監査課

120
子ども・子育て支援交
付金

利用者支援事業、放課後児童健全育成事
業に係る新型コロナウイルス感染防止の
ための物品購入を行うもの。
地域子育て支援拠点事業、子育て援助活
動支援事業、養育支援訪問事業、子育て
短期支援事業、病児保育事業に係る新型
コロナウイルス感染防止のための物品購
入の補助を行うもの。

40,300,239 13,169,094 R3.1 R4.3

【購入物品】
・利用者支援事業
体温計、消毒用アルコール等
・放課後児童健全育成事業
消毒液等
【支給件数】
・地域子育て支援拠点事業　１０件
・子育て援助活動支援事業　１件
・養育支援訪問事業　４件
・子育て短期支援事業　５件
・病児保育事業　２件

地域子ども・子育て支援事業における感染拡大防
止策の強化を図ることができた。

子育て支援課

121
健康危機対策事業（検
査体制強化）

接触者健診においてPCR検査用の検体採
取を実施した医師、看護師に対して報償
金を支払うもの。

995,000 995,000 R3.1 R3.3
【支払件数】
医師　　50件
看護師　25件

増加するPCR検査の需要に迅速に対応することが
できた。

総務企画課

122 健康危機対策事業

新型コロナウイルス感染症対策本部等を
有する保健所施設における感染症対策に
伴う事務量の増加により、増加した通話
料に充てるもの。

966,409 966,409 R2.4 R3.3

【通話件数】
約16,000件 増大した市民からの相談等の電話に対応すること

で、安心感を与えることができた。
総務企画課

123
健康危機対策事業（接
触者健診）

新型コロナウイルス感染症患者の増加に
より、接触者健診を委託し感染症対策の
体制強化を図るもの。

16,170,000 16,170,000 R3.1 R3.3
業務委託
のべ108人

濃厚接触者等の特定を迅速に進めることで、急激
な感染拡大を抑制することができた。

総務企画課
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124
一般諸経費（保健セン
ター）

新型コロナウイルス感染症の流行により
不安を抱える市民が増加しており、市民
からの電話相談に対応するもの。

123,000 123,000 R2.4 R3.3
【通話料増額分】
123,000円

増加する市民からの電話相談に対応することがで
きた。

地域保健課

125 事業再構築支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た事業者が、新たな事業分野に進出、業
態転換、規模の拡大等に取り組んだ場合
に要した経費を補助（国の事業再構築促
進事業の認定を受けた事業に限る）する
もの。

6,000,000 5,876,997 R3.4 R4.3

【支給件数】
国の事業再構築促進事業に認定された事業費への
支援　6件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事
業者（中小企業者）の事業継続に向けた新しい取
り組みを支援することができた。

産業政策課

126
わかちか広場新型コロ
ナウィルス感染症対策
事業

新型コロナウィルス感染症対策の備品を
購入し貸出すことで、ソーシャルディス
タンスを明確にし、安全にイベントを
行ってもらい、多くの人々にイベントに
参加してもらう環境を整えるもの。

705,100 705,100 R2.9 R3.3

【購入物品】
ベルトパーテーション　25本
ＴＳスクリーン　4台

イベント開催時にパーテーションを活用してもら
うことで、参加者のソーシャルディスタンス確保
や行動管理を行うことが可能となり、安心して
「わかちか広場」を利用してもらえる環境を整え
ることができた。

商工振興課

127
子育て支援対策臨時特
例交付金

高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治
療に要する費用の一部を助成するもの。

95,071,497 46,614,659 R3.1 R4.3
【支給件数】
669件

助成事業の所得制限を撤廃することにより、助成
件数が大幅（1.7倍）に増加することができた。

地域保健課

128
学校保健特別対策事業
費補助金

教育活動を継続していく上で必要な感染
症対策を行い、児童、生徒の健やかな学
びの保障等を行う体制を整備するもの。

80,800,000 39,571,783 R3.4 R4.3

【小学校】
54,800,000円
【中学校】
21,200,000円
【義務教育学校（前期・後期）】
2,400,000円
【高等学校】
2,400,000円

補助金で消毒液や空気清浄機など、教育活動を継
続していく上で必要な感染症対策を行うのに役立
つものと、自宅学習用のプリントなど、児童及び
生徒の健やかな学びを保障するのに役立つものを
購入することで、各学校の運営に寄与することが
できた。

教育政策課

3,533,657,722 3,312,495,000
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