
令和３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３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

（本省繰越分）

令和３年度
交付限度額

令和３年度
予算計上分

令和４年度
予算計上分

令和２年度第３次交付限度額（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
令和３年度第１次交付限度額（国庫補助事業に係る算定分） 843 843
     〃       （事業者支援分） 12,118 12,118
令和３年度第２次交付限度額（国庫補助事業に係る算定分） 1,665 1,665
     〃       （感染症対応分） 17,047 17,047
     〃       （地域経済対応分） 93,717 93,717

計 117,826 125,390 132,452 110,764

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 145,973 132,452 0 13,521

●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） 200,797 191,494 9,303

総 計 346,770 132,452 191,494 22,824

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 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・非接触型体温計・空気清浄機を購入

R3.4.1
～

R3.12.20

168 165 0 3 （購入）
・消毒液（18ℓ）3本
・非接触型体温計　4個
・空気清浄機　2台（放課後子ども教室用）

各事業で使用する教室に設置し参加児童生徒
やスタッフの感染を予防することで、事業を
継続することができた。

2 新型コロナウイルス
ワクチン接種のため
の高齢者等交通費助
成事業

ワクチン接種会場までの移動手段のない高齢
者等のために、タクシー券を発行することに
より移動手段を確保する。

R3.4.1
～

R4.3.30

1,009 855 0 154 自宅から接種会場までのタクシー利用券
申請件数128人
利用枚数：421枚
助成額：905,640円
（消耗品費76,660円）
（印刷製本費17,246円）
（郵送料11,392円）

新型コロナウィルスワクチン接種の際に、会
場までの交通手段がない高齢者や障がい者に
対して、ワクチン予約時に交通手段を確認
し、希望者にはタクシー券を郵送した。接種
率向上につながった。

3 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（検針3回分）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。

R3.4.1
～

R3.12.20

35,197 35,194 0 3 令和3年6月から令和３年11月分水道基本料金
+メーター使用料料金減免
家庭用9,372件
27,594,920円
その他用1,093件
7,161,720円
システム改修費
440,000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。

4 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、１人当
たり10,000円の商品券を給付。
商品券の比率については、地元小規模自営業
者への支援を図るため、7,000円分を小規模店
舗専用券（飲食店含む）、3,000円分を共通券
（大型・小規模店舗）とする。

R3.4.1
～

R4.3.28

72,600 72,600 0 0 応援商品券交付
町民1人あたり10,000円（小規模店舗専用券
7,000円　大型・小規模店舗共通券3,000円）
配布実績69,210人

配布額　69,210,000円
換金額　67,314,000円
換金率　97.3％

町内事業者　156者

商品券の配布により町民の生活支援が図られ
たうえ、実施した期間に約6,700万円が町内
で使用されたことで、町内における消費拡大
に繋がり地域活性化が図られ、活力が低下し
た事業者の支援となった。

5 下仁田町観光宿泊施
設等応援給付金

GoToトラベルの一時中止や、緊急事態宣言に
よる外出自粛等の影響で、入込客数が減少し
た町内の宿泊業及び浴場業を営む事業者で、
国の持続化給付金を受けている事業者に対
し、今後の事業継続に向けた支援として、月
に係る経費のうち光熱費の2/3以内（上限
100,000円）を10カ月間給付する。

R3.6.1
～

R4.3.17

5,122 2,600 0 2,522 町内宿泊施設等に対し月の光熱費の2/3(上限
10万円)を給付

申請実績　6事業者
給付金額　5,122,000円

観光客の減少に伴い経営に深刻な影響を受け
た町内の宿泊業事業者及び浴場業事業者に対
し、光熱費の経費を支援したことにより事業
継続に効果があった。

6 下仁田町泊まって応
援キャンペーン事業

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち
込んだ旅行需要の喚起を図ることで町内宿泊
施設及び観光関連事業者への支援を目的に、
町内宿泊施設に一人1泊7,000円以上の宿泊料
金に対し最大4,000円分の商品券を配布するこ
とにより町内経済の活性化を図る。

R3.6.1
～

R4.3.30

121 0 0 121 GoToトラベルと連携して町内宿泊施設の宿泊
者に町内商店街で利用できる商品券を交付す
る事業

1人1泊あたり　2,000円
1施設3連泊を上限

商品券2,000枚を作成

観光客(宿泊客)の減少により、経営に影響を
受けた町内宿泊施設にGoToトラベル事業と連
携し、GoToトラベルを利用する宿泊者に商品
券を交付することで宿泊施設への誘客と地域
経済の活性化を図ろうとしたが、GoToトラベ
ル事業が停止したため未実施となった。

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 上信電鉄持続化支援
金

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う自粛要
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。

R3.9.1
～

R4.3.10

3,636 3,618 0 18 上信電鉄運営費補助金
3,636,000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。

8 新型コロナウイルス
集団発生対策事業

企業等の従業員が新型コロナウイルス感染症
に感染した際、濃厚接触者以外の接触者のPCR
検査に検査料の助成を行い、企業クラスター
の発生を防ぎ、事業継続を支援する。

R3.12.1
～

R4.3.30

120 120 0 0 助成金額：PCR検査1件につき6,000円（検査
費用12,000円－負担金6,000円）
補助額：１事業者　20件

企業等の従業者が感染した際、濃厚接触者以
外の接触者のPCR検査費用を助成することに
より、企業クラスターの発生を防ぎ事業継続
を支援できた。

9 下仁田町中小事業者
等事業継続支援金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う
緊急事態宣言の発出により、経済活動への影
響を受けている町内中小事業者等に対する支
援として、１事業者につき１回に限り200,000
円を給付する。

R3.4.1
～

R4.3.10

28,000 17,300 0 10,700 令和3年4月から12月までのいずれか1か月の
売り上げが、前年度又は前々年同月比で20％
減少している町内中小事業者及び町内在住で
町外で事業行う方を対象に支援金を支給

1事業者につき1回限り20万円を支給（農業も
含む）

支給実績　町内140中小事業者

まん延防止等重点措置の実施及び緊急事態宣
言の発出により人流が減少し、経済活動への
影響が生じること踏まえ、さらに群馬県営業
時間短縮要請協力金の交付を受けなかった中
小事業者に支援金を支給したことにより、中
小事業者の事業継続を支援することができ
た。

145,973 132,452 0 13,521合　　計


