
うち国庫補助金 うち交付金充当額

1

新型コロナウイルス

ワクチン接種協力支

援事業

健康保険課

新型コロナウイルスワクチン個別接種及び集

団接種協力医療機関へ協力金を支給すること

で、医療機関のモチベーションを維持する。

21,000,000 0 19,234,773

・個別接種協力医療機関へ協

力金8,500,000円（17医療機関

×500,000円）支給

・集団接種協力医療機関への

協力金12,500,000円（延べ125

回×100,000円）の支給

医療機関の協力・支援によ

り、ワクチン接種が円滑に

実施された。

2

新型コロナウイルス

ワクチン接種専用窓

口強化事業

健康保険課
新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実

施するため、専用窓口を強化する。
5,770,425 0 5,285,372 計6名の人員の確保

ワクチン接種を円滑に実施

できた。

3
水道料金の一部減免

事業
上下水道課

新型コロナウイルス感染症が長期化し、今後

も先行き不透明な状況が続く中、町民への慰

労、今後も続くコロナ対策に対応するための

家計応援事業として、家庭の経済的負担軽減

を図るため、町民全体の公平性の観点から水

道料金の一部軽減を4ヶ月間実施する。

55,314,902 0 50,665,218 全対象者への減免の実施

町民や企業の経済的負担軽

減の支援を行うことができ

た。

4
学校給食費臨時補助

事業
学校教育課

子育て家庭への慰労と今後も長く続くと予想

されるコロナ対策に対応するための子育て世

帯の経済的負担の軽減を図るため、給食費4ヶ

月分を全額補助する。

35,275,450 0 32,310,251 全対象者への補助

子育て世帯の家計負担軽減

の支援を行うことができ

た。

5
中学生修学旅行キャ

ンセル料支援事業
学校教育課

修学旅行実施時期に修学旅行予定地が新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けて

いたため、参加者の都合ではなく、やむを得

ず学校が修学旅行をキャンセル、場所の変更

をしたことにより発生するキャンセル料等に

ついて、児童生徒の保護者等の経済的負担軽

減を図る。

806,845 0 739,023 全対象者への補償

児童生徒の保護者等の経済

的負担の支援を行うことが

できた。
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6

町内公共施設トイレ

手洗場自動水栓設置

事業

総務課

公共施設感染防止対策として、ハンドルやレ

バーに触ることなく手洗い可能となる自動水

栓の設置により、感染及びその拡大のリスク

を可能な限り低減する。

4,709,100 0 4,313,260
公共施設20施設に自動水栓の

設置

公共施設利用者の感染リス

クの軽減が図られた。

7

町内公共施設体表面

温度測定AIカメラ設

置事業

総務課

公共施設感染防止策として、多くの人が集ま

る施設やイベントでは、効率的な検温が必要

である。ＡＩカメラで体表面温度を測定し、

発熱の疑いのある人を早期発見することによ

り、感染拡大を防止する。

2,855,380 0 2,615,361
非接触検温カメラ・タブレッ

ト20台購入

公共施設利用者の感染リス

クの軽減が図られた。

8

ICTを活用した窓口業

務等の多言語・手話

対応環境整備事業

総合政策課

公共施設感染防止策として、多様な外国語や

手話等をタブレット端末を介してオンライン

で召喚できる多言語映像翻訳サービスを導入

することにより、対応時間が短縮され、感染

拡大を防止する。

350,862 0 321,369
多言語映像翻訳サービスの導

入

公共施設利用者の感染リス

クの軽減が図られた。

9
公開型地理情報シス

テム導入事業
総合政策課

町が保有している地理情報を外部公開し、オ

ンラインで閲覧できる環境を整備することに

より、直接接触機会を減らすことができ、感

染拡大を防止する。

5,005,000 0 4,584,287 地理情報の外部公開
公共施設利用者の感染リス

クの軽減が図られた。

10
学校保健特別対策事

業費補助金
学校教育課

学校での感染症対策等を徹底しながら生徒の

学習保障を実践するため、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を支

援する。

7,546,483 3,773,000 3,773,483

町内全小中学校へ感染症拡大

防止のための備品等の購入経

費を補助

各学校において感染症拡大

防止のための備品等が備わ

り、コロナ禍においても学

校教育活動を継続できる環

境整備の支援につながっ

た。
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11
町内農業担い手応援

給付金事業
産業振興課

新型コロナウイルス感染症の影響により、販

路の縮小や市場価格の低迷等で売上が15％減

少した町内農業者に対して、事業継続を下支

えし、再起の一助となるよう応援給付金を

50,000円支給する。

2,000,000 0 1,855,770
対象の町内農業者へ50,000円

給付

売上が減少した町内農業者

の事業継続支援につながっ

た。

12
商工業者応援給付金

交付事業
産業振興課

新型コロナウイルス感染症の影響により、売

上げが15％以上減少した商工業者に対して、

事業継続の下支えとなるよう給付金を支給す

る。

18,257,900 0 16,941,230
対象の町内事業者等へ50,000

円給付

売上が減少した町内事業者

等の事業継続支援につな

がった。

13
公立学校情報機器整

備費補助金
学校教育課

子供たちの学びを保障できるよう、新型コロ

ナウイルス感染症の発生等による学校の臨時

休業等の緊急時においても、遠隔学習等が実

施できるよう、遠隔学習を行うために使用す

る環境の設備をする。

228,690 114,000 98,000
町内全小中学校で遠隔学習を

行うための設備を購入

臨時休業等の緊急時におい

ても遠隔学習等が実施可能

な体制の構築につながっ

た。

14

子ども・子育て支援

交付金（放課後児童

クラブ等におけるICT

化推進事業）

子育て共生課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

利用児童等の入退出の管理や、オンラインを

活用した会議・研修受講・相談支援に必要 な

ＩＣＴ機器の導入等の環境を整備する。

2,173,000 777,000 619,000
町内5か所の放課後児童クラブ

等へICT機器の購入等補助

施設利用者の感染リスク軽

減につながった。

15

子ども・子育て支援

交付金（放課後児童

クラブ等におけるICT

化推進事業を除く）

子育て共生課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を

継続的に実施していくために必要な環境を整

備する。

3,103,230 1,069,000 965,230

町内10か所の放課後児童クラ

ブ等に感染拡大防止対策に要

する費用を補助

施設の感染症拡大防止対策

につながった。
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16

疾病予防対策事業費

等補助金（マイナン

バー情報連携体制整

備事業）

健康保険課

新しい生活様式等への対応として、新型コロ

ナウイルス感染症に強い社会環境整備の一環

として、令和2年10月からロタウイルスワクチ

ンが定期接種化されたことに伴い、市町村間

で当該予防接種記録に関する特定個人情報を

迅速かつ正確に授受できるよう、個人の予防

接種歴を確認できる仕組みを構築する。

352,000 105,000 53,000 システム整備の実施

システム整備により、個人

の予防接種履歴を迅速かつ

正確に確認できる仕組みが

できた。

17

疾病予防対策事業費

等補助金（健（検）

診結果等の様式の標

準化整備事業）

健康保険課

新しい生活様式等への対応として、新型コロ

ナウイルス感染症に強い社会環境整備の一環

として、健康診査等の実施機関から提出され

る健康診査等の結果について、市町村が「健

診指針」に基づき定める標準的な電磁的記録

の形式により受け取ることが出来るよう、市

町村等が保有するシステムを整備する。

654,500 232,000 129,000 システム整備の実施

システム整備により、医療

機関からの健康診査等の結

果が標準的な電磁的記録の

形式により、受け取ること

が可能となった。

18

疾病予防対策事業費

等補助金（健（検）

診情報連携システム

整備事業）

健康保険課

新しい生活様式等への対応として、新型コロ

ナウイルス感染症に強い社会環境整備の一環

として、健（検）診の情報について、マイナ

ンバー制度を活用し、マイナポータルでの閲

覧や市町村間での情報連携を開始するため必

要なシステムを整備する。

1,122,000 530,000 147,000 システム整備の実施

健（検）診情報について、

マイナポータルで閲覧、市

町村間での情報連携が可能

となった。

19

保育対策総合支援事

業費補助金（新型コ

ロナウイルス感染症

対策支援事業）

子育て共生課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を

継続的に実施していくために必要な環境を整

備する。

3,057,873 1,660,000 1,397,873

町内８か所の保育所、児童館

等に感染拡大防止対策に要す

る費用を補助

施設の感染症拡大防止対策

につながった。

20

保育対策総合支援事

業費補助金（保育所

等におけるＩＣＴ化

推進等事業）

子育て共生課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

利用児童等の入退出の管理や、オンラインを

活用した会議・研修受講・相談支援に必要 な

ＩＣＴ機器の導入等の環境を整備する。

2,082,000 1,390,000 520,500
町内3か所の保育所、児童館等

へICT機器の購入等補助

施設利用者の感染リスク軽

減につながった。

171,665,640 9,650,000 146,569,000合　　計


