
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

（単位：円）

No. 担当課 事業名 事業概要 事業費（実績額） 交付金充当額 その他特定財源 実施内容 成果及び評価

1 学校教育課 ICT教育推進事業 113,751,802 113,751,000

2 学校教育課 学校保健特別対策事業費補助金 10,500,000 5,250,000
5,250,000

（国庫補助金）

3 学校教育課 公立学校情報機器整備費補助金 1,140,788 570,000
570,000

（国庫補助金）

4 産業課
中小企業新型コロナウイルス支
援資金事業

新型コロナウイルス感染症により売り上げ
減少等の影響を受ける中小企業・小規模事
業者の喫緊の資金繰りをサポートするため
信用保証料の補助を行う。

28,095,745 28,009,000

中小企業融資信用保証料補助（新型コロナ
ウイルス対策緊急支援資金（返済期間７年
以内、据置期間１年以内）分）141件

町中小企業新型コロナウイルス対策緊急支
援資金の借受けに係る栃木県信用保証協会
の債務保証料を支援することで、コロナ禍
における中小事業者の事業継続の支援につ
ながった。

5
総務課
健康福祉
課

感染症等予防対策事業
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め感染症対策用品を購入する。

6,991,871 5,088,000
マスク、タレット型サーマルカメラ、呼び
出しブザー、加湿空気清浄機、消毒用品等
新型コロナウイルス感染症対策用品の購入

マスクや消毒液などを常備し、活用するこ
とで新型コロナウイルス感染症の対策を
図った。

6 地域安全課
新型コロナウイルス避難所感染
症対策事業

避難所における新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため避難所用備品を購入す
る。

3,439,700 3,439,000
感染症避難用資機材（オゾン式空気清浄機4
台、簡易陰圧テント4張、簡易テント2張、
エアマット、体温計、消毒液等）の購入

避難所における新型コロナウイルス感染症
の拡大抑制のため、必要物品を購入するこ
とで、災害時の感染症対策に備えることが
できた。

7 総務課 マスクストック事業
新型コロナウイルス感染症第２波以降対策
のためのマスクの備蓄を行う。

9,867,000 9,867,000
備蓄用マスク（7枚入）購入
85,800組

マスクの備蓄を行うことで新型コロナウイ
ルス感染症第２波以降に備えることができ
た。

8 こどもみらい課
新型コロナウイルス対策NIKO・
NIKO給付金事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる子育て世帯支援のため、未就学児を養
育する家庭に対し、臨時的な経済支援を行
う。

13,884,202 13,884,000

未就学児を養育する世帯の児童1人につき
10,000円給付
支給者1,070名（対象児童数1,380名）
郵送料

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる未就学児を養育する家庭に対し、給付
金を給付することで経済的支援につながっ
た。

ＧＩＧＡスクールネットワーク構想の支援
及びコロナ禍における臨時休校や学級閉鎖
等における学習継続や学習支援のため児童
生徒用タブレット型パソコン、指導者用タ
ブレット型パソコン及び電子黒板を導入す
る。

小中学校にタブレット型パソコン2,357台、
電子黒板55台整備

一人一台タブレット端末を整備すること
で、感染症や災害で学校が臨時休業になっ
た際に、オンライン授業を家庭で受けるこ
とができる環境が整備された。
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9 健康福祉課
新型コロナウイルス感染症対策
成人インフルエンザ予防接種事
業費

新型コロナウイルス感染症とインフルエン
ザの併発や重症化の抑制、医療従事者の負
担軽減のため、既に実施している15歳以
下、65歳以上の対象者以外を対象にインフ
ルエンザ予防接種費の助成を行う。

10,331,763 10,235,000
成人インフルエンザ予防接種費助成5,003
件、予診票印刷等

インフルエンザ予防接種の自己負担の一部
助成をすることで、インフルエンザ予防接
種を促進し、コロナ禍におけるインフルエ
ンザとの併発による重症化の回避や医療従
事者の負担軽減につながった。

10 学校教育課
新型コロナウイルス対策子ども
学びの応援事業（給食費）

給食費を無償化することで、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
帯の経済的支援を行う。

35,852,845 35,852,000
学校給食無償化（6月～9月、8,628件）、無
償化の支援を受けられない保護者等を対象
に臨時給付金を支給（保護者166名）

学校給食を無償化又は相当額を支援するこ
とで、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経済的支援につな
がった。

11 学校教育課
新型コロナウイルス対策子ども
学びの応援事業（修学旅行費）

新型コロナウイルス感染拡大に伴い修学旅
行の催行中止や行先変更に伴い生じるキャ
ンセル料を負担することで保護者の経済的
支援を行う。

980,419 980,000
修学旅行中止に伴うキャンセル料の補助
（阿久津中学校183名、北高根沢中学校82
名）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い修学
旅行がキャンセルとなった生徒の保護者の
キャンセル料を支援することで、経済的支
援につながった。

12 学校教育課
小中学校サーマルカメラ設置事
業

新しい生活様式の意識啓発や体調管理のた
め小中学校の昇降口へサーマルカメラを設
置する。

4,392,300 4,392,000
タレット型サーマルカメラ整備
（小学校7台、中学校4台）

昇降口にサーマルカメラを設置すること
で、体温管理を実施し、学校における新型
コロナウイルス感染症の感染抑制につな
がった。

13 上下水道課 水道料減免事業
水道料金の基本料金を減免することで新型
コロナウイルス感染症の影響を受けている
一般家庭及び事業者の経済的支援を行う。

54,140,000 54,140,000
水道使用料基本料金減免（6月～9月、
24,226件）

コロナ禍で経済的打撃を受けている一般家
庭及び事業者の水道使用料の基本料金を減
免することで経済的支援及び手洗いの励行
を行った。

14 産業課
中小企業新型コロナウイルス支
援資金事業（保証協会負担金）

新型コロナウイルス対策支援資金貸付数の
増加に伴い保証協会負担金が必要であり、
支援資金継続のため負担金の支払いを行
う。

995,923 995,000
信用保証協会市町村特別保証制度負担金の
負担

新型コロナウイルス対策支援資金貸付数の
増加に伴う保証協会負担金の支払いを行う
ことで、コロナ禍で資金繰りに苦しむ中小
事業者の円滑な融資活用を支援することが
できた。

15 学校教育課 学校給食継続事業

新型コロナウイルス感染症の影響により臨
時休校となった4,5月分の委託事業につい
て、臨時休校後の給食提供を継続するた
め、調理員等を継続雇用するため給食の調
理運搬業務以外の業務を提供することによ
り、支払いを継続することで支援を行う。

10,388,400 10,388,000
学校臨時休業中の学校給食センター調理・
配送業務契約の継続（4・5月分）

学校の臨時休業に伴い学校給食の提供が必
要のない期間が生じたが、受託業者との契
約を継続することで臨時休業明けの学校給
食の継続が行えた。

16 学校教育課
学校支援事業（スクールバス・
スクールタクシー運行）

新型コロナウイルス感染症の影響により臨
時休校となった4､5月に替えて夏季休業を短
縮することで学習機会を確保することとし
たため、その期間におけるスクールバス・
スクールタクシーの運行を追加する。

7,668,000 7,668,000
学校臨時休業中のスクールバス・タクシー
運行契約の継続、夏季休業短縮に伴う臨時
運行（16日）

学校の臨時休業に伴いスクールバス・タク
シーの運行が必要のない期間が生じたが、
受託業者との契約を継続することで臨時休
業明けの運行継続及び夏季休業短縮に伴う
期間の運行が行えた。

17 学校教育課 学習支援事業（家庭学習支援）
コロナ禍における臨時休校時の家庭学習支
援のため、教材を調製し各家庭へ送付す
る。

1,131,460 1,131,000
学校臨時休業中の児童生徒宅への教材等の
送付（3,058件）

コロナ禍における臨時休校時に教材を作成
し、送付することで児童生徒の家庭学習支
援につながった。
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18 こどもみらい課 保育料減免
緊急事態宣言期間において保育園を自主的
に休園した園児の保護者に保育料等減免に
よる支援を行う。

703,770 703,000

緊急事態宣言の発令に伴い、令和２年４月
18日から令和２年５月31日までの期間中、
町より登園自粛要請を実施。
保育料減免　公立保育園（２箇所）
93件

保育料を減免することで自主休園を促すこ
とにより、新型コロナウイルス感染症の感
染抑制につながった（園児の感染者０
名）。

19 学校教育課 水栓レバー交換事業
コロナ禍での集団生活における子供たちの
感染リスクを抑えるため、公立小中学校の
既存水栓をレバー式に交換する。

2,853,400 2,853,000
小中学校8校の水栓をレバー式水栓に取替
（1,300個）

水栓をレバー式水栓に取替えたことで、新
型コロナウイルス感染症の接触感染抑制に
つながった。

20 生涯学習課 新成人「はなむけ」交付事業

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、成人
式を中止としたことから、謝意と祝意を込
めて、新成人に「はなむけ」（お祝い金）
を贈る。

6,212,682 6,172,000
対象者１人につき20,000円給付
新成人はなむけ給付金308名分
郵送料等

コロナ禍において成人式を中止としたが、
新成人へ祝い金を贈ることで成人を祝いつ
つ、感染拡大の抑制が図れた。

323,322,070 315,367,000合　　　　　計


