
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の実施状況及び効果検証について

● 制度の目的

● 交付対象事業

●     （単位：千円）

●    （単位：千円）

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の基本施策である、新型コロナウイルスの感染拡⼤を防⽌するとともに、感染拡⼤の影響を受けている地域経済や住⺠生活を
支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう設立されました。

 緊急経済対策に対応した、新型コロナウイルスの感染拡⼤の防⽌及び感染拡⼤の影響を受けている地域経済や住⺠生活の支援を通じた地方創生に資する事業の実施に
要する費用の全部又は一部を負担する事業とされており、用地取得費など一部対象外経費がありますが、町独自の幅広い対応が可能となっています。

下仁田町の交付（限度）額

令和２年度予算に係る新型コロナウイルス感染症対策関連経費執行状況

交付金区分
令和２年度
交付限度額

令和２年度
予算計上分

令和３年度
予算計上分

第１次交付限度額 73,046 73,046
第２次交付限度額 39,566 39,566
   〃    （「新しい生活様式」）への対応分） 199,480 199,480
第３次交付限度額（国庫補助事業に係る算定分） 2,314 2,314
   〃    （新型コロナウイルス感染症対応分） 18,099 18,099
   〃    （地域経済対応分） 99,727 99,727

計 432,232 314,406 117,826

交付金
充当額

国県等
特定財源

一般財源

●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 323,985 314,406 2,968 6,611

●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以外（参考） 736,263 735,340 923

総 計 1,060,248 314,406 738,308 7,534

事業費

財源

概 要



●
（単位：千円）

交付金
充当額

国県等
特定財源

一般財源 実施状況 効果検証

1 下仁田町応援商品券
交付事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、町民
及び町内業者の経済的支援を目的に、世帯当
たり２万円の商品券を給付

R2.6.15
～

R3.3.22

69,173 69,170 0 3 応援商品券交付
1世帯当たり　20,000円分（共通15,000円
飲食店5,000円）
実績3,260世帯配付

配付額　65,200,000円
換金額　63,372,000円
換金率　97.2％

事業者数　142者

短期間に約6,300万円が町内にまわり、消費
喚起と地域経済の活性化に繋がり、事業者の
収益維持には寄与した。特に、飲食店への事
業継続に効果は大きいと思われる。

2 下仁田町中小事業者
等持続化給付金

国の持続化給付金の対象とならない小規模事
業者等を対象に、給付金支給することで、町
の経済活動を支える小規模事業者等を支援す
る。国の持続化給付金が対象とする売上減少
率50％以上に満たない事業者に対して、売上
減少率が20％以上の小規模事業者等を対象に
事業者当たり一律20万円を支給する。

R2.6.12
～

R3.3.10

7,000 7,000 0 0 中小事業者等持続化給付金
1事業者につき20万円
（申請件数）　35件
（給付金額）700万円

国の給付金の対象とならないが、感染症の影
響を受けて売上率が減少している町内中小事
業者に対し給付金を支給することにより、経
営状況の改善を図ることができた。

3 新型コロナウイルス
緊急経済対策

新型コロナウイルス感染症により売上減少し
経営に支障をきたしている中小企業者、小規
模事業者に対して、現行の小口資金融資制度
を運用し、３年間の利子を全額補給、保証料
全額補助し、資金繰りの支援を実施。

R2.4.1
～

R3.4.20

1,178 1,170 0 8 利子補給金
（申請件数）7件
（補助金額）874,741円
保証料補助
（申請件数）7件
（補助金額）303,270円

長引く感染症の影響により資金繰りに支障を
きたしている中小事業者に対し、小口資金制
度の利子補給、保証料補助をすることによ
り、経営支援を行うことができた。

4 下仁田町飲食店支援
事業

売上が減少している町内飲食店のテイクアウ
トメニューを掲載したリーフレット等を制作
し、町民向けに配布することで、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を早期に受ける飲食店
を支援する。収束後、町内飲食店への来客を
促す広告を行う。

R2.5.8
～

R2.9.25

569 560 0 9 テイクアウトメニュー
パンフレット、のぼり
（作成数）4,000部
（印刷費）383,900円
フリーペーパー掲載
（広告料）184,800円

感染症の影響により、店内飲食の売上が減少
している町内飲食店のテイクアウトメニュー
を掲載したパンフレットを作成し、町民に周
知することで感染の機会を減らし、地域経済
の活性化を図ることができた。

5 子育て世帯支援金交
付事業

新型コロナウイルス感染症対策に伴う支出の
増大が見込まれる児童生徒を扶養している世
帯に対し、子育て世帯支援金を支給すること
により、家計の支出の一部を助成する。

R2.4.30
～

R2.5.11

2,560 2,560 0 0 下仁田町子育て世帯支援金交付事業（町単独
事業）
・令和2年4月1日現在の小中学校に在籍して
いる児童生徒を扶養している世帯に対し、児
童生徒1名当たり1万円

新型コロナウイルス感染症のまん延による新
たな負担の発生その他の経済的な影響を受け
やすい子育て世帯に対し給付金を支給するこ
とで、当該影響に備えるための臨時特別的な
支援をすることにつながった。

6 遠隔・オンライン学
習の環境整備、GIGA
スクール構想への支
援事業

学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの
活用により子供たちが家庭にいても学習を継
続できる環境を整備する

R2.6.11
～

R3.3.9

5,471 5,470 0 1 AP、充電保管庫整備…3,191,650円
電子黒板等整備…2,279,000円

オンラインでの授業取り組みや、学校休業時
の対応を目的としたICT環境の整備が迅速に
行えたことで、家庭での生活リズムや健康管
理のチェック等のほか、家庭への持ち帰りに
よる学習もスムースに導入することができて
いる。

実施状況及び効果検証

No 事業名 事業概要

財源

事業期間

コロナ交付金検証

事業費



（単位：千円）

交付金
充当額

国県等
特定財源

一般財源 実施状況 効果検証
No 事業名 事業概要

財源

事業期間

コロナ交付金検証

事業費

7 庁舎等感染防止対策
事業

各庁舎内における防護対策を行うとともに職
員内からの感染者を出さないための対策を講
じ、以って感染拡大を未然に防ぐ。

R2.4.10
～

R3.3.18

4,925 4,920 0 5 遮蔽用アクリルパネル
本庁舎及び北庁舎用83枚
手指消毒液100本
身の回り消毒液100本
投票所用マスク1箱（50枚入）17箱
表面温度計測タレット型サーマルカメラセッ
ト　1セット
非接触式電子体温計　15台
会議室・議会事務局換気対策用エアコン　2
台　等

庁舎入口に検温用のサーマルカメラ、手指消
毒液を設置、職員と来庁者を仕切るためのア
クリルパネル設置、また、換気効率の悪い小
さい事務室等に換気用のエアコンを設置する
ことにより基本的な感染症対策の徹底が図ら
れた。新型コロナウイルス感染症の収束の見
通しがつかない中、感染症対策に必要な物資
を一定量確保できたことは、安心安全に繋
がった。

8 防災避難所対策 避難所における新型コロナウイルス感染症防
止を図るための備品を備えると共に、発熱者
等に対しては間仕切り（パーテーション・テ
ント等）を活用し、平熱・体調良好者への飛
沫感染対策を行うことにより、徹底した感染
症対策を図る。

R2.4.3
～

R3.3.30

7,853 7,850 0 3 ワンタッチパーテーション145張、　三角テ
ント80張、ダンボールパーテーション20張、
保管倉庫6基、消毒液（1L)162本、不織布マ
スク13,000牧、非接触型体温計16個、防護服
50枚、使捨て手袋2,000牧、アルミマット300
枚、ハンドソープ24本

避難所における新型コロナウイルス感染症防
止を図るための備品を備蓄したことにより、
感染リスクの軽減が図れ、安心して避難所を
開設する準備をできた。

9 庁内デジタル環境整
備事業

テレビ会議用端末の充実。庁舎内感染等の不
測の事態が発生した場合、消毒等で事務所が
閉鎖された場合を想定し、移転先ですぐに使
用できるようパソコン予備機の確保及びLAN環
境の整備

R2.9.18
～

R3.3.30

5,499 4,620 0 879 インターネット系パソコン 10台調達
基幹系パソコン 10台調達
各会議室へのLAN配線工事計 11ヵ所

WEB会議の利用機会が増大したため、端末等
を整備した。また、使用する会議室が不足し
たため、LAN配線工事を行い、利用環境を整
備した。
【R2年度WEB会議利用実績】
本庁舎での利用回数160回。
本庁舎とは別棟の北庁舎及び保健センターに
おいてもWEB会議を実施しているが、利用回
数については不明。
また、各自席による講義等の視聴については
把握できていない。
基幹系のパソコンについては、庁舎内感染等
は発生していないが、予備機として一定数確
保している。

10

11 上信電鉄持続化支援
金

自粛要請等により利用者が減少した鉄道事業
者に対し運営費の一部を支援する。

R2.9.18
～

R3.2.9

3,964 3,960 0 4 上信電鉄運営費補助金
3,964,000円

町内唯一の鉄路である上信電鉄の減収分支援
により、地域交通である鉄道の維持存続に効
果があった。

12 公共交通感染防止対
策

ソーシャルディスタンスを確保できる路線バ
ス車両及び除菌機器を導入し、利用者が安心
して乗車できる環境を整備する。

R2.11.11
～

R3.3.22

21,081 21,080 0 1 町営バス購入　1台
　20,900,000円
感染症対策用備品購入
　180,860円

ソーシャルディスタンスを確保できる路線バ
ス車両が運行し、安心で快適な運営が図られ
ており、除菌機器を導入し、安全に乗車をし
ていただいている。

13 町立学校感染防止対
策事業

学校における新型コロナウイルス感染症対策
として、マスク及び手指消毒液、サーマルカ
メラを購入

R2.4.1
～

R3.1.26

1,066 930 0 136 町立学校感染防止対策事業（町単独事業）
　児童生徒用マスク4,800枚
　　200,000円
　手指消毒液（1ℓ）130本　214,500円
　手指消毒液（15㎏缶）12,000円
　サーマルカメラ2台　506,000円

町立小中学校内における新型コロナウイルス
感染症の拡大防止の徹底が図れた。



（単位：千円）

交付金
充当額

国県等
特定財源

一般財源 実施状況 効果検証
No 事業名 事業概要

財源

事業期間

コロナ交付金検証

事業費

14 下仁田小中学校体育
館感染防止対策施設
整備事業

避難所になっている学校体育館内の換気・空
調環境の改善を補助する送風システムの整備
及びトイレの洋式化（洋式トイレは使用の際
に体が便座に密着するため便器外にウイルス
が飛散するリスクが低い）をすることで、体
育館利用時の感染リスクを低減させる。

R2.9.18
～

R3.3.19

15,103 15,100 0 3 下仁田小学校体育館コロナ対策改修工事…
6,853,000円
下仁田中学校コロナ対策改修工事…
8,250,000円

送風ファン及び換気扇を取り付けることで、
空気の循環が良くなったことで、安心して授
業に取り組むことができている。また、トイ
レの洋式化が実施できたため、トイレでの飛
沫抑制につながり、以前より不安が解消され
ている。

15 放課後子ども教室等
感染防止対策事業

放課後子ども教室及び土曜スクールにおける
新型コロナウイルス感染症対策として、手指
消毒液及び非接触型体温計を購入

R2.4.1
～

R2.6.22

113 110 0 3 （購入）
・消毒液（500ml）10本
・消毒液（1000ml）50本
・非接触型体温計　4個

各教室に設置し参加児童生徒やスタッフの手
指消毒及び検温を行うことで、感染を予防
し、事業を継続することができた。

16 修学旅行のキャンセ
ル料等支援事業

コロナウイルス感染症対策のため中止や延期
になった修学旅行のキャンセル料等を町が負
担することにより、保護者の経済的負担を軽
減する。

R2.4.1
～

R2.11.27

403 370 0 33 下仁田町立学校修学旅行キャンセル料等支援
金支給事業（町単独事業）
　小学生キャンセル料（6年生30名）
　　57,000円
　中学生キャンセル料（3年生34名）
　　179,000円
　中学生貸切バス追加代金（2年生1台）
139,900円

新型コロナウイルス感染症対策のため、延期
等で発生したキャンセル料を町で負担するこ
とにより、保護者の負担軽減が図られた。

17 公共的空間安全・安
心確保事業（教育関
係施設）

教育関係の公共施設の安全な空間の確保と利
用者の感染リスクの削減を図りたい。

R2.9.7
～

R3.3.19

5,479 5,470 0 9 ●公共的空間安全・安心確保事業（教育関係
施設）
・手指消毒剤_13本（25L）
　　48,066円
・マスク_180枚　5,940円
・非接触型体温計（8本）41,954円
・ベルトポールパーテーション(45本)
　　247,500円
・サーマルカメラ（3台)
　　1,923,350円
・空気清浄機（32台）
　　1,892,000円
・図書除菌機（1台）
　　1,320,000円

●教育関係施設の感染症対策が整っておらず
手指消毒剤を始め検温器具、導線確保用機
材、換気対策及び図書除菌機の配備など、安
全性の向上により利用者（入館者）の感染症
対策につながり安心して利用できる環境が
整った。

18 社会体育施設整備事
業

青倉社会体育館は災害時の避難所にもなって
おり、現在の和式トイレを洋式トイレにする
（洋式トイレは使用の際に体が便座に密着す
るため便器外にウイルスが飛散するリスクが
低い）ことで、体育館利用時の感染リスクを
低減させる。

R2.8.27
～

R2.11.16

1,628 1,620 0 8 青倉社会体育館トイレ改修工事
・工事費　1,628,000円

和式トイレを洋式トイレに換えたことにより
体育館利用者の感染予防につながった。

19 教育環境整備 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、保護
者への経済的支援を行い児童・生徒に必要な
栄養価を摂取出来る様にする。

R2.4.1
～

R3.3.31

9,552 9,552 0 0 給食費10か月分小学生151人単価3600円/月
額、中学生98人単価4,200円/月額を保護者に
支援した。

保護者に支援できたことで、安心して生活設
計ができ、児童・生徒についても必要な栄養
価が摂取できるよう支援が併せてできた。

20 集会所等感染防止対
策事業

人が密集しがちな集会所における感染防止対
策として、マスク及び消毒液を配布し感染防
止に努める。

R2.9.18
～

R2.10.20

464 460 0 4 マスク3箱×72集会所
手指消毒液2本×72集会所
身の回り消毒液2本×72集会所

品薄が続いたマスクや消毒液等の衛生用品を
集会所へ配付することができ、施設や地域の
感染拡大防止に繋がった。



（単位：千円）

交付金
充当額

国県等
特定財源

一般財源 実施状況 効果検証
No 事業名 事業概要

財源

事業期間

コロナ交付金検証

事業費

21 障害者施設感染予防
対策

福祉作業所は障害者やその家族を支えるうえ
で必要不可欠であることから、感染症対策を
徹底した上で、受け入れ態勢の支援を図る。

R2.9.18
～

R3.1.8

1,351 1,350 0 1 福祉作業所に空気清浄機付きエアコン設置 空調設備を改修したことにより、感染症予防
対策につながった。

22 新生児特別定額給付
金事業

新型コロナウイルスの感染拡大の防止への取
り組みが継続される中、出産・育児に係る経
費の負担を軽減・支援する。

R2.9.18
～

R3.4.9

1,204 1,200 0 4 対象者12人。 新型コロナウイルス感染症感染防止対策につ
いて、出産及び育児に要する費用の支援につ
ながった。

23 教育・保育環境整備 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、保護
者への経済的支援を行う。

R2.4.1
～

R3.4.9

873 870 0 3 対象者19人。1年間の利用状況を確認して支
給する。

保護者の経済的支援につながった。

24 富岡看護専門学校補
助金

富岡看護専門学校臨時休業中の授業料減免に
伴う財源措置

R2.9.18
～

R3.2.15

287 280 0 7 臨時休校中の授業料の減免に伴う財源措置と
して総額2,550千円のうちの287千円負担

学生の経済的負担の軽減につながった。

25 感染症対策 感染症対策をとって診療している町内医療機
関及び介護施設等に十分に備蓄ができていな
い消毒液や防護服等配布支援する。

R2.10.1
～

R3.3.30

2,828 2,820 0 8 4医療機関・2歯科医院・11介護施設にガウ
ン、Fシールド、キャップ、Sカバー各4，500
枚・消毒液918㍑を配布した。

入手困難な時期に配布できたので、現場です
ぐに活用していただくことができた。

26 感染予防補助事業 感染予防対策と医療・介護サービス提供体制
の整備

R2.4.1
～

R3.4.9

3,291 3,280 0 11 医療・介護機関に感染対策を図る目的で購入
または設置した物品の補助を17施設に行っ
た。上限額200千円。

きめ細やかな感染対策を実施して業務遂行し
ていただくことができた。

27 ゴミ袋配布事業 外出自粛や児童生徒の家庭学習に伴う家庭ご
みの処理に対する支援

R2.9.18
～

R3.1.6

4,258 4,250 0 8 町指定ゴミ袋
（燃えるゴミ用20枚
・資源ゴミ用20枚）
3115世帯配布
（対象世帯3300世帯）

町指定ゴミ袋を配布することにより、コロナ
過による在宅時間の増加やテイクアウト利用
による生活ごみの増加に伴う、ゴミ袋購入に
よる家計負担の軽減が図られた。

28 公共的空間安全・安
心確保事業（保健セ
ンター）

検診施設・貸館施設の空間安全確保のための
施設整備

R2.9.18
～

R2.12.9

3,685 3,680 0 5 換気用網戸設置
腰窓タイプ34枚
縦滑窓タイプ19枚
掃出窓タイプ12枚

網戸を設置することにより、利用時の室内換
気が容易になり、密閉空間を防ぐことにより
感染予防が図られた。

29 下仁田南牧医療事務
組合補助金

新型コロナウイルス感染症の流行により、感
染を恐れての受診控え等の理由で患者数が激
減し経営が急激に悪化しており、4月から6月
までの患者数は、前年同月対比、入院約10％
減・外来約15％減となっている。
病院の維持継続が大変難しい状況であること
から、コロナウイルス感染症対策の中核を担
う公立病院の経営を支援し、安定した地域住
民生活の維持に必要不可欠な地域医療の継続
を図る。

R2.9.18
～

R3.2.25

65,376 65,376 0 0 コロナ禍による患者数の激減で収入減となっ
た経営の支援をおこなった。総額80,000千円
のうちの81.72％

地域医療の継続により町民が安心した生活を
継続することができる。

30 下仁田町水道事業会
計補助金

新型コロナウィルスの影響を受けている事業
者・町民等の負担軽減を図ることを目的に、6
カ月分の水道料金について基本料金及びメー
タ使用料を全額免除する。

R2.10.1
～

R3.3.30

35,513 35,510 0 3 令和2年11月から令和3年3月分水道基本料金+
メーター使用料料金減免
　家庭用9,381件　27,624,180円
　その他用1,095件　7,173,720円
システム改修費
　715,000円

新型コロナウイルス感染症の影響により、町
水道利用の全ての事業者・町民等に負担軽減
を図ることを目的に経営・家計等の支援をす
ることにつながった。
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31 下仁田葱ブランド力
向上事業

下仁田葱を県内外の方々にPRしブランド力の
向上を目的として開催を予定していた「下仁
田ねぎ祭り」が、新型コロナウイルス感染拡
大の影響で開催中止となったため、情報誌へ
下仁田葱の特集を掲載しPRすることで、下仁
田葱のブランド力向上を図る。

R2.9.28
～

R2.11.25

1,045 1,040 0 5 月刊Deli－J 12月号の見開き2ページに「下
仁田葱の歴史や特徴、レシピ」等を掲載し
た。
発行業者：㈱上毛新聞TR
発行部数：40万部

情報誌をご覧になられた方々から、下仁田葱
の購入先等についての問い合わせが多数あ
り、下仁田葱のPR・販売促進につながった。

32 地元産材活用支援事
業

新型コロナウイルスの影響により、木材需要
が低迷していることから、地域の特産品を地
域内外にPRするため、道の駅のイートスペー
スへ町内産材を利用したテーブルを設置す
る。

R2.9.18
～

R3.8.10

3,300 2,379 0 921 ・テーブル　15台
・イス　60脚

道の駅に町内産材のテーブルやイスを設置す
ることにより、地域の特産品を地域内外にPR
することにつながった。

33 アフターコロナに向
けた道の駅しもにた
改善事業

 商品の感染防止対策に必要な設備を設置する
ことで、学校給食にパンの提供が可能となる
ことよる需要拡大や、調理場の見える化によ
り、感染症対策を行っている製造工程や衛生
管理状況を見せることで、消費者の安心を確
保する。
　また、ソーシャルディスタンスにより減ら
した店内の席数に代わり、屋外に新たに休憩
場所を設置する為、新型コロナウイルスの影
響により減少する町内産材を活用して整備す
る。

R2.12.1
～

R3.8.10

15,332 15,319 0 13 道の駅しもにた改善対策事業
屋外休憩場所建築確認検査手数料
　162,250円
屋外休憩場所整備工事設計・監理業務委託
　1,210,000円
パン調理場改修工事
　278,300円
屋外休憩場所整備工事
　12,078,000円
自家製パン個別包装機購入
　799,810円
屋外休憩所木製
テーブル6基、イス24基購入
　803,300円

道の駅の施設、設備を整備し感染症対策及び
衛生管理を図ることにより利用者や消費者の
安心・安全を確保することができた。併せ
て、コロナ感染症の影響を受ける町内事業者
へ支援を行うことができた。

34 新型コロナウイルス
感染防止対策支援事
業

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行っ
た事業者（法人・個人）に対し、かかった費
用の一部を支援し、感染防止対策の拡充を図
る。

R2.4.1
～

R3.4.20

14,285 10,030 0 4,255 感染防止対策補助
1事業者につき　上限10万円
（申請件数）157件
（補助金額）14,285,300円

事業者の感染防止対策に対し、経済的な支援
を行うことにより、感染リスクの軽減を図る
ことができた。

35 下仁田町テレワーク
オフィス利用者支援
事業

新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、国
が推進するテレワークの利用を促進するた
め、町が所有する下仁田町テレワークオフィ
スの利用者へ利用料を支援する。

R2.10.1
～

R3.4.28

271 269 0 2 テレワークオフィス使用料補助
（利用者数）24人
（補助金額）270,999円

テレワークオフィスの使用料を補助すること
により、国が進めるテレワークの推進、施設
の利用促進を図ることができた。

36 商工観光施設感染予
防対策事業

商工観光施設の安全な空間の確保と利用者の
感染リスクの削減を図りたい。

R3.3.19
～

R3.3.23

535 530 0 5 感染症対策空気清浄機購入
（台数）8台
（購入費）534,600円

感染防止対策のため空気清浄機を設置するこ
とにより、公共施設での感染リスクの軽減を
図ることができた。

37 タクシー事業者補助
事業

需要低下により経営がひっ迫しているタク
シー事業者の経営継続のために補助を行う。

R3.3.18
～

R3.3.22

2,300 2,300 0 0 町内タクシー事業者給付金
2事業者　2,000,000円
　車両加算給付　6台×50,000円＝
　300,000円

タクシー応援事業給付金を交付することによ
り、事業継続に寄与し、町民の日常的な移動
手段の確保に繋がった。
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38 子ども・子育て支援
交付金

(子ども・子育て支援交付金)
新型コロナウイルス感染症への対応

R2.4.1
～

R3.2.25

2,314 772 1,542 0 放課後児童クラブ2施設対象。保護者が就労
している小学校休業中の児童を朝から受け入
れてくれたことに対する交付金。

交付金対象日数34日間で延べ人数923人が利
用。保護者支援及び児童の安心した居場所が
確保された。

39 学校保健特別対策事
業費補助金

学校における新型コロナウイルス感染症対策
として、手指消毒液及びディスペンサーを購
入

R2.9.18
～

R2.10.29

257 42 82 133 感染症対策のためのマスク等購入支援事業
（国庫補助事業）
・町内小中学校に手指消毒液及びディスペン
サーを配布した。
　手指消毒液（500㎖）12本 25,800円
　ディスペンサー6台　60,000円

町立小中学校内における新型コロナウイルス
感染症の拡大防止の徹底が図れた。

40 学校保健特別対策事
業費補助金

各学校が、段階的な学校再開に際して学校の
感染症対策等を徹底しながら子供たちの学習
保障をするために方策を校長の判断で迅速か
つ柔軟に対応できるよう、学校教育活動の再
開を支援する経費を国が緊急的に補助する。

R2.4.1
～

R3.1.28

2,115 1,000 1,000 115 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係
る支援事業（国庫補助事業）
・町内小中学校長の裁量で感染症対策を実施
した。
【小学校】
　非接触型体温計2台　26,900円
　網戸張替及び取付　581,240円
　加湿器購入8台　418,000円
【中学校】
　非接触型体温計4台　39,600円
　大型石油ストーブ4台　263,560円
　空気清浄機5台　289,000円
　気化式大型冷風機1台　87,300円
　サーキュレーター6台　96,540円
　掛敷布団3組　54,900円
　消毒液等消耗品　244,000円

町立小中学校内におけるコロナウイルス感染
症の拡大防止の徹底が図れた。

41 公立学校情報機器整
備費補助金

休校時、遠隔事業を実施できるようにする R2.6.1
～

R2.8.27

64 32 32 0 遠隔授業機器購入（カメラ・マイク）…
64,000円

オンラインでの授業取り組みや、学校休業時
の対応を目的とした機器の整備が迅速に行え
たことで、オンライン授業をスムースに行う
ことができている。

42 学校臨時休業対策費
補助金

食材のキャンセル費等に要した費用に対し国
が補助する。

R2.4.1
～

R2.8.28

170 42 128 0 牛乳業社1社を始め食材業社3社へ支援が出来
た。

安心安全な学校給食を提供するため必要不可
欠な食材業者へ支援することで信頼確保と安
定供給への備えを万全に期すことができた。

43 障害者総合支援事業
費補助金

利用者の受け入れ体制整備のため、地域活動
支援センターが感染症対策に要した経費に対
して補助する。

R2.4.1
～

R3.3.10

250 63 184 3 手洗い水道修繕
インフルエンザ予防接種接種料（利用者11
名）
衛生用品購入（マスク、ハンドソープ、
ウェットティッシュ、アルコール除菌シー
ト、スプレー）
フェイスシールド（10枚セット×2個）
非接触型体温計1個
飛沫防止パーテーション14個
よしず一個
空気清浄機1台

手洗い水道の修繕、換気のため空気清浄機・
よしずの設置などにより、感染防止対策が徹
底され、利用者が安心して福祉作業所に通所
できる環境となった。

323,985 314,406 2,968 6,611合　　計



（単位：千円）

国庫
支出金

県等
特定財源

一般財源

44 地域活動支援セン
ター受け入れ体制強
化事業（新型コロナ
ウイルス感染症対
策）

利用者の受け入れ体制整備のため、地域活動
支援センターが感染症対策に要した経費に対
して補助する（番号43の追加分）

106 50 25 31 No43に同じ No43に同じ

45 新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援
事業

児童福祉施設等における新型コロナウイルス
感染拡大防止対策に係る支援

4,000 4,000 0 各事業を実施している児童福祉施設に支援
・保育所、認定こども：500千円×2児童福祉
施設　　　・延長保育事業：500千円×2児童
福祉施設　　　　　　・一時預かり事業：
500千円×2児童福祉施設
・放課後児童健全育成事業：500千円×2児童
福祉施設　　　　※玩具：分散して遊ばせる
ため、避難者：分散乗車させるため、足踏み
式消毒液スタンド、デオファクターカーサー
吹付施工：施設全体の清浄、衛生用品：ﾏｽ
ｸ・手指消毒剤・ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ等

新型コロナウイルス感染症への対応として緊
急に必要となる感染拡大防止や児童福祉施設
等の職員の支援等について、充分な備品や物
資が備えられ感染防止につながった。

46 新型コロナウイルス
ワクチン接種体制確
保事業

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事
業

5,769 5,769 0 0 コロナワクチン住民接種実施に向けた準備を
行った：会計年度任用職員2名採用、65歳以
上高齢者へ接種券郵送（3479通）、予防接種
システム修等委託料3,438,512円、ワクチン
分配用冷凍庫1台203，500円、コールセン
ター稼働準備運営負担金341,702円

富岡市甘楽郡医師会と協議しながら、管内市
町村と足並みを揃えて準備を進めることがで
きた。

47 保育環境改善等事業
（新型コロナウイル
ス感染症対策）

保育園に対する感染症予防対策補助 1,001 1,000 0 1 保育所：501千円：ﾏｽｸ、薬用ﾊﾝﾄﾞｼﾞｪﾙ、ｱﾙｺｰ
ﾙｳｪｯﾄ、ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ、ｺﾞﾑ手袋、ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ、ﾍﾟｰ
ﾊﾟｰﾀｵﾙ、幼児用ﾏｽｸ等
こども園：500千円：ﾏｽｸ、薬用ﾊﾝﾄﾞｼﾞｪﾙ、ｱﾙ
ｺｰﾙｳｪｯﾄ、空気清浄機等

新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点
から保育所等に消毒液等を配布した。また、
空気清浄機等の備品購入費を補助することで
感染防止につながった。

48 特別定額給付金事業 特別定額給付金事業 715,256 715,256 0 0 100千円×7,128人 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつ
つ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に給付金を
支給することで、家計への支援につながっ
た。

49 子育て世帯への臨時
特別給付金事業

子育て世帯への臨時特別給付金事業 4,380 4,380 0 0 10千円×児童手当受給者400人 新型コロナウイルス感染症の影響により、子
育てに係る負担の増加、収入の減少等を鑑
み、子育て世帯へ給付金を支給することで、
家計の臨時的な支援をすることにつながっ
た。

●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以外（参考）

財源

実施状況 効果検証No 事業名 事業概要 事業費



（単位：千円）

国庫
支出金

県等
特定財源

一般財源

財源

実施状況 効果検証No 事業名 事業概要 事業費

50 ひとり親世帯臨時特
別給付金

ひとり親世帯臨時特別給付金 10 10 0 0 町は事務費のみ計上
※給付は県が実施
　児童扶養手当受給者：48名

新型コロナウイルス感染症の影響により、子
育てに係る負担の増加、収入の減少等を鑑
み、ひとり親世帯へ給付金を支給すること
で、家計の臨時かつ特別な支援をすることに
つながった。

51 子ども・子育て支援
交付金

学童保育事業等 3,000 3,000 0 0 各事業を実施している児童福祉施設に支援
・延長保育事業：500千円×2児童福祉施設
・一時預かり事業：500千円×2児童福祉施設
・放課後児童健全育成事業：500千円×2児童
福祉施設　　　　※ﾏｽｸ、ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ、ｱﾙｺｰﾙ製
剤、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、消毒自動ｽﾌﾟﾚｰ、分散のた
め：ｻｰｸﾙ、幼児用ﾃｰﾌﾞﾙ、玩具等

新型コロナウイルス感染拡大防止を図る事業
として、放課後児童健全育成事業、延長保育
事業、一時預かり事業を実施する施設に対し
て、備品や物品等の購入費を補助することで
感染防止につながった。

52 感染症予防対策用品 寄附金受け入りにより衛生費の感染症予防に
て消耗品等購入

1,133 1,050 83 感染症対策のための防護具、消毒液を購入備
蓄した。ガウン2600枚・フェイスガード900
枚・キャップ1400枚・シューカバー1500枚・
マスク27400枚・非接触式体温計1本・消毒液
｛1㍑｝60本

感染症対策のために必要な物品の備蓄が充足
され緊急時に対応ができる。検診時の住民対
応で体温計やFシールド、消毒液が感染対策
に役立つ。

53 小中学校の感染症防
止対策

補助金受け入りにより、小中学校での対策に
活用

1,608 800 0 808 感染症対策等の学校教育活動継続支援事業
（国庫補助事業）
・町内小中学校長の裁量で感染症対策を実施
した。
【小学校】
　衝立5台　149,000円
　ベルト付きポール12本　114,000円
　加湿器5台　255,310円
　空気清浄器1台　39,800円
　電子体温計10本　21,900円
　その他消耗品等　226,210円
【中学校】
　自動センサー水栓取付工事14箇所
723,459円
　非接触スタンド式体温検知器1台　79,200
円

町立小中学校内におけるコロナウイルス感染
症の拡大防止の徹底が図れた。

736,263 730,265 5,075 923合　　計


