
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活用事業　実施状況及び効果検証
国の交付金等を待つことなく、速やかに実施した新型コロナウイルス感染症対策事業に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用したものです。
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事業の名称 担当課 事業概要
総事業費

（実績額）
（円）

交付金充当額
（円）

事業費内訳 効果検証

1
国際理解教育
推進事業費

指導課
帰国した外国語指導助手を２
週間隔離するため、宿泊場所
の借上げを実施

215,030 199,388
宿泊施設借上料215,030円（4/1～13外国語指導助
手1人）

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、帰国した
外国語指導助手を2週間隔離することにより、感染拡大の
防止及び安心できる学校環境の維持につながった。

2
新型コロナウ
イルス対策本
部委員

保健センター

新型コロナウイルスの感染拡
大を踏まえ、市としての対策
を総合的に推進するため、対
策本部を設置

110,500 102,462 委員報酬110,500円（医師1人17回）

市内の医師を新型コロナウイルス感染症対策本部委員と
し、市内の医療状況の報告等を受けて市の感染症対策を
総合的に判断できる体制を構築することにより、適切か
つ速やかな感染拡大防止等の事業を実施することができ
た。

3
母子健診及び
胃がん検診事
業費

保健センター
母子健診及び胃がん検診にお
ける消毒及び会場整理等の徹
底を実施

600,469 556,788

イ　3カ月児検診214,372円（看護師4名増員）
ロ　1歳6ヶ月児検診63,422円（看護師2名増員）
ハ　3歳児健診132,324円（看護師3名増員）
二　胃がん検診190,351円（看護師2名増員）

新型コロナウイルスの感染症予防のため、母子健診等の
会場においてアルコール消毒や検温を行うための補助者
を配置することにより、受診者の不安緩和及び安心安全
な会場環境の維持につながった。

4
庁舎管理運営
費

営繕課

新型コロナウイルスの感染予
防として、来庁者が頻繁に触
れる本庁舎の共用部分の消毒
を実施

701,316 650,299
清掃委託料701,316円（庁舎消毒業務4月～5月39
日、6月～7月43日、8月～9月40日）

定期的に本庁舎の共用部分を消毒することにより、庁舎
内の感染拡大の防止が図られ、利用者等が安心できる環
境を維持し安定した業務の継続につながった。

5 自治会関係費 市民生活課
新型コロナウイルスの感染防
止の協力依頼を実施

246,029 228,132 通信運搬費246,029円（3,170通）

自治会長等へ協力の依頼文書を発送し、自治会活動にお
ける新型コロナウイルスの感染防止に関する協力を促す
ことにより、地域の一体的な感染の拡大防止につながっ
た。

6
庁舎管理運営
費

営繕課

新型コロナウイルスの感染予
防として、本庁舎の窓口カウ
ンター部分に飛沫防止パネル
の設置を実施

825,440 765,393
飛沫防止パネル等消耗品費825,440円（ローカウン
ター用パネル94枚、ハイカウンター用パネル200
枚、養生テープ40個、ビニールテープ40個）

本庁舎の窓口カウンター部分に飛沫感染防止パネルを設
置することにより、来庁者の対応等における感染リスク
の軽減が図られ、利用者等が安心できる環境を整備する
ことができた。

7
高齢者及び障
がい者感染予
防対策費

高齢者支援課
障がい者支援課

不足している手指消毒用エタ
ノールの代替として、高齢者
及び障がい者施設への工業用
エタノール等の配布を実施

4,217,219 3,910,437

工業用エタノール等消耗品費4,217,219円（エタ
ノール配布80缶、グリセリン40本、缶スタンド1
個、ポリエチレン手袋4個、オイルジョッキ2ℓ1個、
オイルジョッキ4ℓ3個、ブルーシート4個、注ぎ口ベ
ロ2個、ニトリルグローブ150個、ニトリルグローブ
90個、ニトリルグローブ760個、PVCグローブ100
個、ペーパータオル2,000個）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、高齢者施
設等へ不足している手指消毒用エタノールの代替として
工業用エタノール等を配布することにより、施設等にお
ける集団感染リスクの軽減が図られ、利用者等が安心で
きる環境を維持し安定した施設運営の継続につながっ
た。

8
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

防災安全課
保育所の子どもたちへのマス
クの配布を実施

2,665,063 2,471,193

消耗品費2,665,063円【ガーゼマスク（子供用マス
ク12,000枚、大人用マスク1,400枚）、マスク収納
袋及び作業用手袋（マスク収納袋5,100枚、ニトリ
ルグローブ4,200枚）】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、保育施設
等へマスク等を配布することにより、施設等における集
団感染リスクの軽減が図られ、園児等が安心して生活で
きる環境を整備することができた。

9
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

防災安全課
災害に備えた各避難所のマス
クの備蓄を実施

3,300,000 3,059,942 消耗品費3,300,000円（マスク60,000枚）

コロナ禍の災害時に避難所において必要なマスクを備蓄
することにより、避難所の感染拡大の防止及び避難者等
が安心して過ごせる避難所の運営につながる備えを確保
することができた。

10
介護保険事業
費補助金

高齢者支援課
高齢者の在宅における健康状
態の悪化予防の啓発を実施

169,284 53,117
イ　通信運搬費139,584円（1,890通）
ロ　印刷製本費29,700円（チラシ3,000部）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い外出制限が
実施される中、高齢者の日常生活を営むための動作訓練
として、市で作成した体操等の動画の紹介を掲載するこ
とにより、在宅における介護予防の効果的な啓発につな
がった。

11

就労系障害福
祉サービス利
用者生活支援
給付事業費

障がい者支援課

障害者総合支援法に基づく就
労関係施設における作業の減
少により、工賃が減少する利
用者への支援を実施

1,879,376 1,742,661
イ　通信運搬費83,376円（通知・返信・受領書送
付108か所3回、商品券送付108か所）
ロ　商品券1,796,000円（520個）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、就労関係
施設における作業の減少に伴い工賃が減少する対象者へ
商品券を配布することにより、利用者の経済的負担の軽
減を図ることができた。

12
児童手当上乗
せ給付金支給
事業費

児童家庭課

職場の休業により収入が減少
する等、生活に影響を受ける
子育て世帯への支援を実施
（1回目）

88,651,792 82,202,817

イ　通信運搬費590,762円（案内発送10,320通）
ロ　システム処理委託料1,031,030円（用紙及び通
知作成12,000枚、データ作成及び台帳管理）
ハ　給付金87,030,000円（児童手当受上乗せ給付
金対象児童17,406人）

コロナ禍における自粛生活の長期化等のため、収入が減
少し日常生活に影響が出ている子育て世帯に対し、児童
手当の上乗せ分を支給することにより、市民生活の経済
的負担の軽減を図ることができた。

13
児童手当上乗
せ給付金支給
事業費

児童家庭課

職場の休業により収入が減少
する等、生活に影響を受ける
子育て世帯への支援を実施
（2回目）

87,506,899 81,141,209

イ　通信運搬費591,579円（案内発送10,300通）
ロ　システム処理委託料980,320円（用紙及び通知
作成11,000枚、データ作成及び台帳管理）
ハ　給付金85,935,000円（児童手当上乗せ給付金
対象児童17,187人）

コロナ禍における自粛生活の長期化等のため、収入が減
少し日常生活に影響が出ている子育て世帯に対し、児童
手当の上乗せ分を支給することにより、市民生活の経済
的負担の軽減を図ることができた。

14
児童扶養手当
上乗せ給付金
支給事業費

児童家庭課

職場の休業により収入が減少
する等、生活に影響を受ける
ひとり親家庭等の世帯への支
援を実施（1回目）

9,630,290 8,929,735

イ　通信運搬費67,830円（案内発送1,179通）
ロ　システム処理委託料427,460円（用紙及び通知
作成1,395枚、データ作成及び台帳管理）
ハ　給付金9,135,000円（児童扶養手当上乗せ給付
金対象児童1,827人）

コロナ禍における自粛生活の長期化等のため、収入が減
少し日常生活に影響が出ているひとり親世帯に対し、児
童扶養手当の上乗せ分を支給することにより、市民生活
の経済的負担の軽減を図ることができた。
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事業の名称 担当課 事業概要
総事業費

（実績額）
（円）

交付金充当額
（円）

事業費内訳 効果検証

15
児童扶養手当
上乗せ給付金
支給事業費

児童家庭課

職場の休業により収入が減少
する等、生活に影響を受ける
ひとり親家庭等の世帯への支
援を実施（2回目）

9,716,000 9,009,210

イ　通信運搬費68,170円（案内発送1,187通）
ロ　システム処理委託料357,830円（用紙及び通知
作成1,300枚、データ作成及び台帳管理）
ハ　給付金9,290,000円（児童扶養手当上乗せ給付
金対象児童1,858人）

コロナ禍における自粛生活の長期化等のため、収入が減
少し日常生活に影響が出ているひとり親世帯に対し、児
童扶養手当の上乗せ分を支給することにより、市民生活
の経済的負担の軽減を図ることができた。

16

新型コロナウ
イルス対策協
力金及び支援
金支給事業費

商工観光課

新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける事業者を支援す
るため、市内飲食店等への定
額による感染防止対策協力金
の支給を実施

48,532,305 45,001,822
イ　通信運搬費　132,305円（市内飲食店等484
件）
ロ　協力金48,400,000円（市内飲食店等484件）

コロナ禍において経済活動が制限され先行き不透明な状
況が続く中、感染症の影響を受ける市内飲食店等へ感染
防止対策協力金を支給することにより、事業者の経営継
続を支援することができた。

17

新型コロナウ
イルス対策協
力金及び支援
金支給事業費

商工観光課

新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける事業者を支援す
るため、給食食材納入業者へ
の一定割合による支援金の支
給を実施

11,703,307 10,851,950
イ　通信運搬費29,327円
ロ　支援金11,673,980円（給食食材納入業者44
件）

新型コロナウイルス感染症拡大による市内小中学校の臨
時休校等に伴い、感染症の影響を受ける給食食材納入業
者へ支援金を支給することにより、事業者の経営継続を
支援することができた。

18

新型コロナウ
イルス対策協
力金及び支援
金支給事業費

商工観光課
個人事業者又は小規模企業へ
の感染防止対策協力金の支給
を実施

508,475,608 471,486,548
イ　通信運搬費575,608円
ロ　個人事業者等協力金507,900,000円（5,079
件）

コロナ禍において経済活動が制限され先行き不透明な状
況が続く中、感染症の影響を受ける個人事業者等へ個人
事業者等協力金を支給することにより、事業者の経営継
続を支援することができた。

19

新型コロナウ
イルス対策協
力金及び支援
金支給事業費

商工観光課
セーフティネット認証及び融
資を受けた事業者への経営支
援対策給付金の支給を実施

80,414,084 74,564,361

イ　通信運搬費　114,084円
ロ　経営支援対策給付金80,300,000円（中小企業
信用保険法に基づく経営関連安定保証又は危機関連
保証の認定を受けた事業者803件）

コロナ禍において経済活動が制限され先行き不透明な状
況が続く中、感染症の影響を受ける中小企業信用保険法
に基づく経営関連安定保証又は危機関連保証の認定を受
けた事業者へ経営支援対策給付金を支給することによ
り、事業者の経営継続を支援することができた。

20
妊婦タクシー
利用料金助成
事業費

子ども支援室

公共交通機関を利用しない等
の感染症予防対策として、妊
婦が健康診査等で医療機関に
通院する際に利用したタク
シー利用料の助成を実施

68,466 63,485

イ　消耗品費4,867円（チラシ用カラー用紙1セッ
ト、通知用カラー用紙5セット）
ロ　通信運搬費1,299円（17通）
ハ　助成金62,300円（22名）

新型コロナウイルス感染症感染予防のため、公共交通機
関を利用することに不安を抱える妊婦が人との接触を最
小限に抑えられるタクシーを利用する費用を助成し利用
しやすくすることにより、妊婦の不安緩和及び経済的負
担の軽減につながった。

22

新型コロナウ
イルス対策協
力金及び支援
金支給事業費

教育総務課

新型コロナウイルス感染症拡
大により、市内小中学校等の
臨時休校の影響を受けた給食
調理用ＬＰガス個人納入業者
への一定割合による支援金の
支給を実施

238,198 220,870
給食調理用LPガス納入業者支援金238,198円
（H31.4月5校、R1.5月5校、R1.6月5校）

新型コロナウイルス感染症拡大による市内小中学校の臨
時休校等に伴い、感染症の影響を受ける給食調理用ＬＰ
ガス個人納入業者へ支援金を支給することにより、事業
者の経営継続を支援することができた。

23
廃棄物処理感
染症対策費

清掃計画課
廃棄物処理従事者へのマスク
の配布を実施

4,335,650 4,020,253
消耗品費4,335,650円（マスク2,000枚入り5セッ
ト）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ごみ収集作業
員へマスクを配布することにより、収集作業員の感染防
止、収集体制の強化及び安定したごみ収集の継続を図る
ことができた。

24 救急救助費 消防署

新型コロナウイルスの感染予
防として、消防署に設置して
いる消毒液等の不足分の購入
を実施

4,629,405 4,292,639

イ　消毒液医薬材料費326,370円（消毒液140個）
ロ　救急関係消耗品費1,834,635円（感染防止用手
袋90,000枚、人工鼻フィルター900個、サージカル
マスク15,900個、シューズカバー20,000枚、ペー
パータオル180個、汚物用ビニール袋70セット）
ハ　感染防止衣費2,468,400円（3,680着）

消毒液等を購入することにより、感染拡大の防止及び消
防署の安全な環境の維持につながり、適切な救急対応を
継続することができた。

25 救急救助費 消防署
感染性廃棄物処理の委託を実
施

838,200 777,225
廃棄物処理委託料838,200円（廃棄物処理業務254
箱）

新型コロナウイルス感染者対応で発生する感染性廃棄物
を適切に処理することにより、感染拡大の防止及び消防
署の安全な環境の維持につながった。

26 感染症予防費 保健センター

新型コロナウイルスの感染予
防として、本庁舎等に設置し
ている消毒液の補充分の購入
を実施

715,000 662,987
消耗品費715,000円（アルコール消毒液17L入り10
缶、5L入り180本）

消毒液を設置することにより、感染拡大の防止及び安心
できる環境下の業務の継続につながった。

27
消防施設管理
費

消防総務課

新型コロナウイルスの感染予
防として、消防施設に設置し
ている消毒液の補充分の購入
を実施

25,157 23,327
補充消毒液医薬材料費25,157円（補充消毒液10
本）

消毒液を設置することにより、感染拡大の防止及び安心
できる環境下の業務の継続につながった。

28 救急救助費 消防署

救急隊員の保護及び救急隊欠
隊時間の短縮対策として、救
急車内で使用する車両除染シ
ステムの車載を実施

1,281,500 1,188,277
救急用備品購入費1,281,500円（オゾン発生装置5
台）

新型コロナウイルス感染症対応のため、救急患者搬送中
の救急車で新型コロナウイルスを不活性化するシステム
を導入することにより、隊員の二次感染リスクの軽減及
び患者の安全な搬送業務の継続につながった。

29
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

防災安全課

新型コロナウイルスの感染予
防として、消防救急隊員、医
療救護所従事者、保健師用の
防護服の購入を実施

28,391,000 26,325,697
消耗品費28,391,000円（防護服上下組10,000着、
袖付前掛タイプ7,000着、フットカバー・手袋付
3,000着）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により感染対策関
連の商品が品薄となる中、コロナ禍の感染予防対策とし
て、消防救急隊員、医療救護所従事者、保健師用の防護
服を購入することにより、感染拡大の防止及び適切な医
療救急活動の継続につながった。



Ｎ
ｏ

事業の名称 担当課 事業概要
総事業費

（実績額）
（円）

交付金充当額
（円）

事業費内訳 効果検証

30
新型コロナウ
イルス感染症
対応防疫手当

人事課

新型コロナウイルス感染症対
応のための体制拡充等に必要
であることにより、緊急事態
に対処する職員への防疫手当
の支給を実施

22,014,500 20,413,055
防疫手当22,014,500円（救急搬送業務及び軽症感
染者宿泊療養対応業務9,691回）

新型コロナウイルス感染症対応のため、市民等の生命及
び健康を保護する緊急の措置に従事した職員へ防疫手当
を支給し著しく特殊な勤務の体制を確保することによ
り、緊急事態等の救急業務の維持につながった。

31
医療従事者支
援金支給事業
費

保健センター

市民の命や健康を守り、医療
提供体制の維持確保のために
懸命に取り組んでいる医療従
事者への支援金の支給を実施
（1回目）

12,214,000 10,761,722

医療従事者支援金12,214,000円（市内病院3か月3
か所、市内精神病院3か月3か所、診療所・クリニッ
ク3か月55か所、行政検査協力加算金110件、入院
受入医療機関2か所）

新型コロナウイルス感染症患者の対応が深刻化している
中、逼迫した医療機関及び医療従事者を支援するため支
援金を支給することにより、救急医療の更なる逼迫及び
感染拡大の防止、安心安全な病院環境の維持、安定した
地域の医療体制の確保につながった。

32

医療従事者支
援金・医療機
関経営支援金
支給事業費

保健センター

市民の命や健康を守り、医療
提供体制の維持確保のために
懸命に取り組んでいる医療従
事者への支援金の支給を実施
（1回目）

137,442,638 120,735,558

＜医療従事者支援金＞
イ　通信運搬費17,638円（61施設）
ロ　医療従事者支援金75,615,000円（市内病院3か
月3か所、市内精神病院3か月3か所、診療所・クリ
ニック3か月55か所、行政検査協力加算金110件、
入院受入医療機関2か所）
＜医療機関経営支援金＞
医療機関経営支援金61,810,000円【入院受入医療
機関2か所①（15床11日、9床92日）、②（54床77
日、38床30日）】

新型コロナウイルス感染症患者の対応が深刻化している
中、逼迫した医療機関及び医療従事者を支援するため支
援金を支給することにより、救急医療の更なる逼迫及び
感染拡大の防止、安心安全な病院環境の維持、安定した
地域の医療体制の確保につながった。

33
オンライン学
習環境整備事
業費

指導課
家庭学習を支援するため、学
習支援動画の作成及び
YOUTUBE上の公開を実施

286,000 265,195
学習支援動画制作配信委託料286,000円【動画制作
配信業務（撮影・編集等）】

新型コロナウイルス感染症拡大による市内小中学校の臨
時休校に伴い、家庭学習を支援するため、学習支援動画
を作成し配信することにより、自宅において児童生徒が
安心して学ぶことができる環境を整備することができ
た。

34
オンライン学
習環境整備事
業費

指導課

新型コロナウイルスの感染予
防として、小中学校の臨時休
校による家庭学習を支援する
ため、学習支援動画の公開を
実施するに当たり、オンライ
ンの学習環境がない小中学生
を支援することから、レンタ
ルしたモバイルルーターやパ
ソコンの貸出を実施

11,686,400 10,836,273

＜動画視聴用機器貸出＞
イ　ポケットWiFiレンタル料・通信料・保守料
7,022,400円（小中学生800台）
ロ　教育用パソコン貸出設定委託料4,664,000円
（小中学生800台）

新型コロナウイルス感染症拡大による市内小中学校の臨
時休校に伴い、家庭学習を支援するため、パソコン貸出
やオンライン学習環境を整備することにより、自宅にお
いて児童生徒が安心して学ぶことができる環境を整備す
ることができた。

35
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

防災安全課

新型コロナウイルスの感染予
防として、医療現場、保健セ
ンター、選挙開票事務用の
フェイスシールドの購入を実
施

1,313,400 1,217,857 消耗品費1,313,400円（フェイスシールド39箱）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により感染対策関
連の商品が品薄となる中、コロナ禍の感染予防対策とし
て、医療現場、保健センター、選挙開票事務用のフェイ
スシールドを購入することにより、感染拡大の防止、緊
急活動及び開票事務等の適切な業務の継続につながっ
た。

36
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

消防署
消防職員の保護対策として、
据え置き型のオゾン発生器の
設置を実施

336,600 312,114
防疫用備品購入費336,600円（オゾン発生装置2
台）

新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い消防署員
が仮眠を取るため、密閉空間の仮眠室にオゾン発生器を
設置することにより、飛沫感染の防止及び安全な環境の
維持につながり、安定した業務を継続できた。

37
図書館管理運
営費

興風図書館

迅速かつ安全に図書館の本を
提供するため、図書館休館中
における予約者への予約図書
の郵送を実施

2,002,000 1,856,365
書籍貸出通信運搬費2,002,000円（書籍郵送貸出送
料3,850人）

新型コロナウイルス感染症の拡大により行動制限が続く
中、接触の多い図書館の本を予約した利用者へ郵送する
ことにより、接触による感染拡大の防止につながり適切
な図書貸出業務を継続することができた。

38
公園施設管理
費

みどりと水のま
ちづくり課

公園の遊具等の使用規制によ
る公園及び駐車場の巡回警備
を実施

88,000 81,598 委託料88,000円（巡回警備業務）

新型コロナウイルス感染症の影響のため一部使用を規制
した公園等の巡回警備をすることにより、利用者の密集
による感染拡大の防止につながり安心安全な環境を維持
することができた。

39
水道事業会計
繰出

水道部
水道料金の基本料金の減免を
実施

207,588,400 192,487,381
水道料金の基本料金の減免額207,588,400円（7月
検針27,904件、8月検針32,410件）

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市民生活や事
業活動を支援するため、水道料金の基本料金を免除する
ことにより、日々の生活等の不安解消につながり、水道
契約者の経済的負担を軽減することができた。

40
指定ごみ袋供
給事業費

清掃計画課

外出自粛要請による在宅時間
の増加に伴い、家庭系ごみの
排出量が増加したため、無料
指定ごみ袋の追加配布支援を
実施

10,411,644 9,654,249

イ　消耗品費3,861,444円（ごみ袋作成
1,101,233,958枚）
ロ　手数料900,058円（取扱店手数料1,494,475
枚）
ハ　印刷製本費762,080円（ごみ袋引換券はがき作
成75,000枚）
ニ　通信運搬費3,898,062円（69,206通）
ホ　委託料990,000円（データ抽出及び印刷）

外出自粛要請による在宅時間の増加による家庭系ごみの
排出量が多いため、無料指定ごみ袋を追加配布すること
により、市民生活の経済的負担の軽減、収集作業員の感
染防止及び安定収集体制の強化を図ることができた。

41
庁舎管理運営
費

営繕課

新型コロナウイルスの感染予
防として、来庁者が頻繁に触
れる本庁舎の共用部分の消毒
を実施

753,687 698,860 消毒委託料753,687円（庁舎消毒業務121日）
定期的に本庁舎の共用部分を消毒することにより、庁舎
内の感染拡大の防止が図られ、利用者等が安心できる環
境を維持し安定した業務の継続につながった。

42
オンライン学
習環境整備事
業費

指導課

新型コロナウイルスの感染予
防として、小中学校の臨時休
校による家庭学習を支援する
ため、学習支援動画の公開を
実施するに当たり、オンライ
ンの学習環境がない小中学生
を支援することから、レンタ
ルしたモバイルルーターやパ
ソコンを貸出し、その後の
ルーターの返却を実施

17,310 16,051 通信運搬費17,310円（6箱）

新型コロナウイルス感染症拡大による市内小中学校の臨
時休校に伴い、家庭学習を支援するため貸し出したオン
ライン学習用のモバイルルーターの返却を郵送にするこ
とにより、接触機会を減らし感染拡大の防止につながっ
た。
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43
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

新型コロナウイルスの感染予
防として、福祉施設等の再開
に当たり、非接触型温度測定
器（体温計）の購入を実施

516,851 479,253
消耗品費516,851円【非接触型温度測定器（体温
計）55個】

非接触型温度測定器（体温計）の購入により、福祉施設
等における感染拡大の防止が図られ、利用者等が安心で
きる環境を整備することができた。

44
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

防災安全課

新型コロナウイルスの感染予
防として、保育所等の公共施
設及び備蓄用のフェイスシー
ルドの購入を実施

317,460 294,366 消耗品費317,460円（フェイスシールド1,443個）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により感染対策関
連の商品が品薄となる中、コロナ禍の感染予防対策とし
て、保育所等の公共施設及び備蓄用のフェイスシールド
を購入することにより、安全安心な保育活動の継続及び
コロナ禍の災害時の備えの確保につながった。

45
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

保健センター
医師会によるＰＣＲ検査にお
ける検査対象者の自己負担額
の助成を実施

336,722 312,227

イ　通信運搬費7,267円（交付決定通知発送136医
療機関）
ロ　検査費用助成金329,455円（検査対象者462
人）

ＰＣＲ検査センターを設置し新型コロナウイルス感染症
のＰＣＲ検査が必要な受診者の検査費用を助成すること
により、経済的負担の軽減、検査センターにおける滞在
時間短縮及び事務の簡略化につながり感染拡大を防止す
ることができた。

46
医療機関支援
金支給事業費

保健センター
医師会によるＰＣＲ検査にお
ける連携医療機関への支援金
の支給を実施

11,553,450 10,712,994 支援金11,553,450円（526件1,155,345点）

新型コロナウイルスに感染の疑いがある方を、市内医療
機関から野田市地域外来・検査センターへ案内する体制
を構築し、医療機関を支援するため支援金を支給するこ
とにより、市内医療機関の安定した医療体制を継続でき
た。

47
図書館管理運
営費

興風図書館

新型コロナウイルスの感染予
防として、図書館の再開に当
たり、利用者に安全に利用し
てもらうため、アクリル板等
の購入を実施

158,228 146,718

消耗品費158,228円【使い捨て手袋8個、アクリル
板31台、誘導シール10枚、除菌アルコールタオル
（本体2個、詰替用2個）、ペーパータオル4個、ア
ルコールタオル50個、ゴム袋24個、除菌アルコール
タオル（本体3個、詰替用2個）】

図書館の閲覧席にアクリル板及び除菌アルコールタオル
等を設置することにより、図書館における集団感染リス
クの軽減が図られ、利用者等が安心できる環境を整備す
ることができた。

48
自転車等駐車
場使用料

市民生活課
休校となった学生を対象に、
市営自転車等駐車場の使用料
の免除を実施

879,924 815,914

イ　市営自転車等駐車場の使用料の免除額794,890
円（野田市駅市営1か月15名、3か月116名、川間駅
南口市営第１ 1か月1名、3か月54名、梅郷駅東口
市営1か月3名、3か月9名、1か月24名、2か月1名、
3か月127名、1か月2名、3か月27名、3か月1名）
ロ　通信運搬費85,034円（野田市駅市営373通、川
間駅南口市営第1 129通、梅郷駅東口市営602通）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い休校となった学生
に市営自転車等駐車場の使用料を免除することにより、
市民生活の経済的負担の軽減を図ることができた。

49
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

防災安全課

新型コロナウイルスの感染予
防として、災害に備えた避難
所のアルコール消毒液やペー
パータオル等の衛生用品の備
蓄を実施

14,234,721 13,199,216

消耗品費14,234,721円（アルコール消毒液42箱、
液体ハンドソープ112本、使い捨てスリッパ18,800
足、ペーパータオル672個、虫よけ電池式680個、
手袋360箱、嘔吐物処理セット312セット、虫よけ
168個、手指消毒用ボトル343本、入浴代用使い捨
ておしぼり38,400本、遺体収納袋240袋、簡易使い
捨てストレッチャー500袋、ごみ袋45ℓ300個、ごみ
袋150ℓ120個、ごみ袋45ℓ蓋付168個、ごみ袋220ℓ56
個、ハンドソープ詰替用56本、フェイスシールド5
箱、避難者用敷きマット8,000セット、非接触型温
度測定器102個）

コロナ禍の災害時に避難所において必要な消毒液及び
ペーパータオル等の衛生用品を備蓄することにより、避
難所の感染拡大の防止及び避難者等が安心して過ごせる
避難所の運営につながる備えを確保することができた。

50
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

防災安全課

新型コロナウイルスの感染予
防として、公共施設及び保育
所用の手指消毒液の購入を実
施

1,540,000 1,427,973
消耗品費1,540,000円【手指消毒液（公共施設15
箱、保育所20箱）】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により感染対策関
連の商品が品薄となる中、コロナ禍の感染予防対策とし
て、公共施設及び保育所用の消毒液を購入することによ
り、感染拡大の防止、適切な施設運営及び安全安心な保
育活動の継続につながった。

51
保育所感染拡
大防止対策費

保育課

新型コロナウイルスの感染予
防として、保育所における給
食時の間隔をあけるためテー
ブル等及び手指用消毒液等の
購入、網戸の設置を実施

8,465,030 7,849,241

イ　消耗品費2,313,280円（非接触温度計10個、キ
ンチョウリキッド及び取替液3個、非接触型温度測
定器50個、非接触型温度測定器用アルカリ乾電池6
パック、給食用アルコール54個、ディスペンサー3
個、手洗い用石鹸30個、ディスペンサー用アルカリ
乾電池6パック、水遊び用スプリンクラー3個、ゴザ
78枚、パーテーション自作用事務用品一式、虫よけ
対策用品一式、プラスチック手袋100枚入20箱、
シャボネット600ml30本、使い捨てエプロン2箱、
使い捨てグローブ1箱、ペーパータオル9箱、次亜塩
素酸ナトリウム消毒液1,800ml5本、使い捨てエプ
ロン2箱、給食用アルコール5ℓ114本、透明マスク
70個、ペーパータオル42P9箱、使い捨てグローブ
100枚90箱、使い捨てエプロン2セット、電子体温
計9個、ポリエチレン手袋110枚10袋、非接触体温
計2台、次亜塩素酸ナトリウム消毒液1,800ml30
本、次亜塩素酸ナトリウム消毒液1,800ml24本
ロ　備品購入費3,862,430円（テーブル67台、さん
ぽ車1台、ベビーカー2台、UVカットネット2セッ
ト、パーテーション4台、テーブル23台）
ハ　工事請負費2,289,320円（網戸設置8施設）

新型コロナウイルスの感染予防として、消毒液等の衛生
用品を購入し網戸等を設置することにより、保育施設に
おける集団感染リスクの軽減が図られ、密集を回避し園
児等が安心して生活できる環境を整備することができ
た。
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52
総合福祉会館
管理費

生活支援課

新型コロナウイルスの感染予
防として、総合福祉会館の再
開に当たり、十分な換気によ
る最適な空間利用の確保のた
め、ルーバーファンの購入を
実施

52,250 48,449 消耗品費52,250円（ルーバーファン5台）

ルーバーファンを購入し最適な空間を確保することに
より、総合福祉会館における集団感染リスクの軽減が
図られ、利用者等が安心できる環境を整備することが
できた。

53
就学援助世帯
支援給付金支
給事業費

学校教育課

学校給食中止期間中における
家庭での昼食費の負担が生じ
ているため、就学援助者への
給食費相当額の支給を実施

16,998,000 15,761,480
給付金16,998,000円（小学校799件、中学校494
件）

新型コロナウイルス感染症拡大による市内小中学校の臨
時休校等に伴い、就学援助者へ学校給食費相当分を援助
することにより、家庭における昼食費の負担の軽減を図
ることができた。

54
がん検診事業
費

保健センター

新型コロナウイルスの感染予
防として、各種がん検診の中
止及び延期をするため、検診
期間や検診方法等の変更の通
知を実施

2,745,275 2,545,570

＜胃がん検診＞
イ　消耗品費148,918円（はがき15,700枚、トナー
3個、手袋5セット、単4電池4セット、レジ袋2セッ
ト、カット綿4セット、ペーパータオル5セット、ト
ナー2個、ドラムユニット1個）
ロ　印刷製本費44,000円（受診券11,300件）
ハ　通信運搬費863,534円（中止通知15,401通）
＜子宮がん検診＞
イ　消耗品費79,200円（はがき18,000枚）
ロ　通信運搬費998,685円（中止通知17,803通）
＜乳がん検診＞
イ　消耗品費70,840円（はがき10,500枚、インク
ドラム1個）
ロ　通信運搬費540,098円（中止通知9,338通）

新型コロナウイルス感染症の感染対策として各種がん検
診を中止または延期することにより、会場内の密集を回
避し感染拡大の防止につながるとともに適切な検診業務
を継続することができた。

55

新型コロナウ
イルス対策協
力金及び支援
金支給事業費

商工観光課

日本政策金融公庫による新型
コロナウイルス感染症の影響
を踏まえた特例措置の融資を
受けた事業者への小規模事業
者経営支援対策給付金の支給
を実施

11,909,988 11,043,596

イ　通信運搬費9,988円（119件）
ロ　小規模事業者経営支援対策給付金11,900,000
円（日本政策金融公庫による融資を受けた事業者
119件）

コロナ禍において経済活動が制限され先行き不透明な状
況が続く中、日本政策金融公庫による新型コロナウイル
ス感染症の影響を踏まえた特例措置の融資を受けた事業
者へ小規模事業者経営支援対策給付金を支給することに
より、事業者の経営継続を支援することができた。

56
新生児特別定
額給付金支給
事業費

保健センター

令和２年度中に生まれた全て
の子どもの健やかな成長の応
援と子育て世帯を支援するこ
とを目的として、国が支給す
る特別定額給付金の対象外と
なる令和2年4月28日から令和
3年4月1日までに生まれた新
生児への給付金の支給を実施

38,040,745 35,273,471
イ　通信運搬費40,745円（380件）
ロ　特別定額給付金38,000,000円（10月以降の出
生の新生児380人）

令和2年度中に生まれた全ての子どもの健やかな成長を応
援するとともに、コロナ禍において不安を抱えながら出
産を迎えた子育て世帯を支援するため、対象の新生児に
対し新生児特別定額給付金を支給することにより、子育
て世帯の経済的負担の軽減を図ることができた。

57
新生児特別定
額給付金支給
事業費

保健センター

令和２年度中に生まれた全て
の子どもの健やかな成長の応
援と子育て世帯を支援するこ
とを目的として、国が支給す
る特別定額給付金の対象外と
なる令和2年4月28日から令和
3年4月1日までに生まれた新
生児への給付金の支給を実施

34,025,286 31,550,116
イ　通信運搬費25,286円（340件）
ロ　特別定額給付金34,000,000円（9月末までの出
生の新生児340人）

令和2年度中に生まれた全ての子どもの健やかな成長を応
援するとともに、コロナ禍において不安を抱えながら出
産を迎えた子育て世帯を支援するため、対象の新生児に
対し新生児特別定額給付金を支給することにより、子育
て世帯の経済的負担の軽減を図ることができた。

58
高齢者感染拡
大防止対策費

高齢者支援課

新型コロナウイルスの感染予
防として、老人福祉センター
及び地域福祉センターの再開
に当たり、バケツ、スプレー
ボトル、手袋等の購入を実施

9,601 8,903

消耗品費9,601円（バケツ5個、スプレーボトル3
個、手袋5個、雑巾2個、ザル2個、ボール2個、ハン
ドスプレー4個、カップ2個、ジョーゴ2個、ポリ角
ビン4個）

手袋等の衛生用品の購入により、老人福祉センター等に
おける集団感染リスクの軽減が図られ、利用者等が安心
できる環境を整備することができた。

59
障がい者福祉
施設管理運営
費

こぶし園

新型コロナウイルスの感染予
防として、障がい者福祉施設
の作業机に飛沫防止パネルの
設置を実施

207,900 192,776
消耗品費207,900円【飛沫防止パネル（ローカウン
ター用14枚、ハイカウンター用15枚）】

飛沫感染防止パネルを設置することにより、障がい者福
祉施設における集団感染リスクの軽減が図られ、利用者
等が安心できる環境を整備することができた。

60
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

新型コロナウイルスの感染予
防として、私立幼稚園の教師
へのクリアマスクの配布を実
施

88,000 81,598 消耗品費88,000円（クリアマスク250個）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、私立幼稚
園の教師へマスクを配布することにより、園内における
集団感染リスクの軽減が図られ、園児等が安心して生活
できる環境を整備することができた。

61
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課
就学援助世帯への食料品の配
布のために、段ボール箱やレ
ジ袋の購入を実施

36,960 34,271
消耗品費36,960円（段ボール箱140セット、レジ袋
14セット）

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就学援助世帯
を支援するため、食料品を段ボール箱等に梱包して配布
することにより、感染拡大の防止及び経済的負担の軽減
を図ることができた。

62
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

防災安全課

避難所における新型コロナウ
イルス感染予防として、段
ボール製組立式パーテーショ
ン、ワンタッチパーテーショ
ン及びプライベートテントの
備蓄を実施

22,493,559 20,857,265

イ　消耗品費9,009,000円（段ボール製組立式パー
テーション2,100セット）
ロ　災害対策用備品購入費13,484,559円（ワン
タッチパーテーション285張、プライベートテント
99張）

コロナ禍の災害時に避難所において必要な段ボール製組
立式パーテーション等を備蓄することにより、避難所の
感染拡大の防止及び避難者等が安心して過ごせる避難所
の運営につながる備えを確保することができた。

63
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

防災安全課

夏場の新型コロナウイルスの
感染予防として、子ども及び
現場職員へ冷感マスクを配布
し、災害に備えた避難所の冷
感マスクの備蓄を実施

2,549,046 2,363,616

消耗品費2,549,046円【冷感マスク（子ども用マス
ク5枚入り300セット、ジュニア用マスク5枚入り
200セット、大人用マスク5枚入り380セット、大人
用マスク5枚入り3,400セット、子ども用マスク3枚
入り4,026セット、ジュニア用マスク3枚入り2,900
セット、大人用マスク3枚入り7,600セット、子ど
も用マスク3枚入り1,674セット）】

夏季の新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、子
供及び現場職員へ冷感マスクを配布することにより、感
染拡大の防止及び子供等が安心して過ごせる環境の維持
につながった。
また、コロナ禍の夏季に発生する災害時に避難所におい
て必要な冷感マスクを備蓄することにより、避難所の感
染拡大の防止及び避難者等が安心して過ごせる避難所の
運営につながる備えを確保することができた。
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64
地域公共交通
運行継続支援
金支給事業費

企画調整課

市民生活に必要な公共交通を
維持するため、市内を運行す
る路線バス事業者及びタク
シー事業者への運行継続支援
金の支給を実施

13,450,000 12,471,580
支援金13,450,000円【路線バス事業者（30系統、
事業所1か所2回）、タクシー事業者（事業用車両
129台）】

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により公共交通の
利用者が減少する中、市内を通常運行する路線バス事業
者や市内のタクシー事業者へ運行継続支援金を支給する
ことにより、事業者の経営継続の支援につながり、市民
生活に必要な公共交通機関の運行を維持することができ
た。

65

学童保育所及
び児童館感染
拡大防止対策
費

児童家庭課

小学校児童の新型コロナウイ
ルス感染が確認されたため、
学童保育所及び子ども館の消
毒を実施

377,437 349,980
消毒委託料377,437円（七光台学童、七光台子ども
館）

小学校児童の新型コロナウイルス感染者の発生に伴い、
速やかに学童保育所及び子ども館の消毒を実施すること
により、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の
施設運営の継続につながった。

66
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

小学校児童の新型コロナウイ
ルス感染が確認されたため、
当該児童の同学年、同クラブ
及び関係職員のＰＣＲ検査を
実施

1,290,250 1,196,391

イ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料111,050円（医
師1時間1人1回、医師2時間2人1回）
ロ　ＰＣＲ検査判定業務委託料1,179,200円（67
人）

小学校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施することによ
り、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の学校
生活の継続につながった。

67
単独給食校給
食費支援

学校教育課

小中学校の臨時休校に伴い給
食の食材費のキャンセルがで
きなかったため、保護者の負
担の支援を実施

1,458,693 1,352,580

賄材料費1,458,693円【冷凍ささみフライ1,080
個、小袋タルタルソース1,080個、鶏切り身及び鶏
卵55.3kg、米10kg、魚の切り身等（ホキ・サワ
ラ・たら切り身40g1,476切、50g922切、イカ1
㎏）、干しシシャモ1,310本、ハム及びベーコン15
㎏、イカ短冊9㎏、ブナシメジ及びえのきだけ30
㎏、メンチカツ及び玉子焼き（50g4,050個、
60g1,680個）、肉団子もち米蒸し25g3,460個、胡
麻味噌漬け（40g1,080切、50g700切）、ウイン
ナー（30g60本、40g2,230本、50g1,200本、
10kg）、豚ひき肉9kg、パン405個、人参等12種
類、カットさつまいも等19種類】

新型コロナウイルス感染症拡大による市内小中学校の臨
時休校に伴い、キャンセルすることができなかった給食
食材の費用を市が負担することにより、児童生徒の保護
者の経済的負担の軽減を図ることができた。

68
医療従事者支
援金支給事業
費

保健センター

市民の命や健康を守り、医療
提供体制の維持確保のために
懸命に取り組んでいる医療従
事者への支援金の支給を実施
（1回目）

86,775,000 80,462,552
医療従事者支援金86,775,000円（3か月3,198人、
11月新規開院2か月12人）

新型コロナウイルス感染症患者の対応が深刻化している
中、逼迫した医療機関及び医療従事者を支援するため支
援金を支給することにより、救急医療の更なる逼迫及び
感染拡大の防止、安心安全な病院環境の維持、安定した
地域の医療体制の確保につながった。

69
医療従事者支
援金支給事業
費

保健センター

市民の命や健康を守り、医療
提供体制の維持確保のために
懸命に取り組んでいる医療従
事者への支援金の支給を実施
（2回目）

57,721,560 53,522,605
イ　通信運搬費11,560円（157通）
ロ　医療従事者支援金57,710,000円（2か月3,198
人）

新型コロナウイルス感染症患者の対応が深刻化している
中、逼迫した医療機関及び医療従事者を支援するため支
援金を支給することにより、救急医療の更なる逼迫及び
感染拡大の防止、安心安全な病院環境の維持、安定した
地域の医療体制の確保につながった。

70
医療機関経営
支援金支給事
業費

保健センター

専用病床の確保や感染症対策
の強化等への対応を引き続き
支援するために、入院患者受
け入れのための専用病床を確
保した医療機関への支援金の
支給を実施（1回目）

43,240,000 40,094,506
医療機関経営支援金43,240,000円【医療機関2か所
（受入9床92日、受入38床92日）】

新型コロナウイルス感染症患者の対応が深刻化している
中、逼迫した医療機関及び医療従事者を支援するため支
援金を支給することにより、救急医療の更なる逼迫及び
感染拡大の防止、安心安全な病院環境の維持、安定した
地域の医療体制の確保につながった。

71
医療機関経営
支援金支給事
業費

保健センター

専用病床の確保や感染症対策
の強化等への対応を引き続き
支援するために、入院患者受
け入れのための専用病床を確
保した医療機関への支援金の
支給を実施（2回目）

52,950,000 49,098,152
医療機関経営支援金52,950,000円【医療機関2か所
（受入54床56日、受入50床5日、受入9床61日、受
入16床92日）】

新型コロナウイルス感染症患者の対応が深刻化している
中、逼迫した医療機関及び医療従事者を支援するため支
援金を支給することにより、救急医療の更なる逼迫及び
感染拡大の防止、安心安全な病院環境の維持、安定した
地域の医療体制の確保につながった。

72
歯科医療従事
者支援金支給
事業費

保健センター

市民の健康維持のため、感染
リスクと対峙しながら診療に
従事している歯科医療従事者
への支援金の支給を実施

9,615,000 8,915,557
歯科医療従事者支援金9,615,000円（歯科医師会加
盟268人3か月、歯科医師会未加盟217人3か月）

新型コロナウイルス感染症患者の対応が深刻化している
中、市民の健康維持のため感染リスクと対峙しながら診
療に従事している歯科医療従事者を支援するため支援金
を支給することにより、感染拡大の防止、安心安全な病
院環境の維持、安定した地域の医療体制の確保につな
がった。

73
歯科医療従事
者支援金支給
事業費

保健センター

市民の健康維持のため、感染
リスクと対峙しながら診療に
従事している歯科医療従事者
への支援金の支給を実施

6,410,000 5,943,705
歯科医療従事者支援金6,410,000円（歯科医師会加
盟268人分2か月、歯科医師会未加盟217人分2か
月）

新型コロナウイルス感染症患者の対応が深刻化している
中、市民の健康維持のため感染リスクと対峙しながら診
療に従事している歯科医療従事者を支援するため支援金
を支給することにより、感染拡大の防止、安心安全な病
院環境の維持、安定した地域の医療体制の確保につな
がった。

74
保育施設感染
拡大防止対策
費

保育課

保育施設において新型コロナ
ウイルス感染症患者が確認さ
れたため、保育施設等の消毒
及び関係者のＰＣＲ検査を実
施

2,205,751 2,045,294

イ　消毒及びPCR検査時消耗品費66,299円（グロー
ブ25袋、ブルーシート3枚、紙コップ2セット、養生
テープ2個、ビニール袋1セット、カット綿1箱、ラ
テックスグローブ4箱、使い捨てフェイスシールド1
箱、ビニールシート1箱、ラテックスグローブ2箱、
カット綿1箱）
ロ　消毒委託料（1か所）
ハ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料195,890円
（医師2時間4人1回、医師1時間1人1回）
ニ　ＰＣＲ検査判定業務委託料1,654,400円（94
人）

保育施設における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに施設等の消毒及び関係者のＰＣＲ検査を実
施することにより、更なる感染拡大の防止及び安心でき
る環境下の施設運営の継続につながった。
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75
高齢者感染拡
大防止対策費

高齢者支援課

新型コロナウイルスの感染予
防として、老人福祉センター
及び地域福祉センター内の利
用者の部屋の天井に設置する
透明ビニールシートの購入を
実施

10,065 9,333
消耗品費10,065円（ビニールシート15個、止金具4
個）

ビニールシートを設置することにより、老人福祉セン
ター等における集団感染リスクの軽減が図られ、利用者
等が安心できる環境を整備することができた。

76
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

小学校教員の新型コロナウイ
ルス感染が確認されたため、
当該教員と接触のある児童等
のＰＣＲ検査を実施

1,355,846 1,257,215

イ　ＰＣＲ検査時消耗品費3,806円（紙コップ2
箱、養生テープ2箱、ビニール袋1箱、カット綿1
箱）
ロ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料84,840円（医
師2時間2人１回）
ハ　ＰＣＲ検査判定業務委託料1,267,200円（72
人）

小学校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施することによ
り、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の学校
生活の継続につながった。

77
肺がん検診事
業費

保健センター

肺がん検診会場の3密の予防
等のため会場を変更すること
に伴い、受付及び交通誘導に
係る会場整理等の徹底を実施

1,160,983 1,076,527

イ　会計年度任用職員報酬1,114,605円（9月362時
間、10月403時間）
ロ　費用弁償17,371円（肺がん検診補助9月、肺が
ん検診受付事務10月）　
ハ　交通誘導業務委託料29,007円（9時間）

新型コロナウイルスの感染症予防のため、肺がん検診の
会場の変更に伴い従事者を増やし会場内の消毒作業及び
換気、適切な誘導を行うことにより、受診者の滞在時間
を短縮し、会場内の密集を回避し感染拡大の防止につな
がるとともに適切な検診業務を継続することができた。

78
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

人事課
営繕課

市職員の新型コロナウイルス
感染が確認されたため、執務
室等の消毒及び当該職員と接
触のある職員のＰＣＲ検査を
実施

2,419,676 2,243,657

イ　消毒消耗品費6,102円（ブルーシート1個、養
生テープ2個）
ロ　消毒委託料428,230円【人件費4名、機材費
（手動ポンプ等3台）、消耗品費（ゴーグル等21
個）、薬剤費（消毒用アルコール等2個）、諸経費
（薬剤運搬等）】
ハ　ＰＣＲ検査時消耗品費7,304円（紙コップ2
箱、消毒綿2箱、手袋2箱）
ニ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料94,840円（医
師1時間2人1回、医師2時間1人1回）
ホ　ＰＣＲ検査判定業務委託料1,883,200円（107
人）

市職員等の新型コロナウイルス感染者の発生に伴い、速
やかに関係者のＰＣＲ検査及び執務室等の消毒を実施す
ることにより、更なる感染拡大の防止及び安心できる環
境下の業務の継続につながった。

79
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

議会事務局

市議会議員の新型コロナウイ
ルス感染が確認されたため、
議員控室の消毒、当該議員と
接触のある議員及び職員のＰ
ＣＲ検査を実施

665,640 617,218

イ　消毒委託料428,230円【人件費4名、機材費
（手動ポンプ等3台）、消耗品費（ゴーグル等21
個）、薬剤費（消毒用アルコール等2個）、諸経費
等（薬剤運搬等）】
ロ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料26,210円（医
師1時間1人1回）
ハ　ＰＣＲ検査判定業務委託料211,200円（12人）

市議会議員の新型コロナウイルス感染者の発生に伴い、
速やかに関係者のＰＣＲ検査及び議員控室等の消毒を実
施することにより、更なる感染拡大の防止及び安心でき
る環境下の業務の継続につながった。

80 救急救助費 消防署

消防職員の保護対策として、
救急救助に使用したタオル
ケット、毛布等の汚染物を洗
濯するための専用洗濯機の購
入を実施

383,900 355,973 施設用備品購入費383,900円（5台）

新型コロナウイルス感染症の疑いのある傷病者に対して
使用したタオルケット、毛布等の汚染物を専用洗濯機で
適切に処理することにより、感染拡大の防止及び消防署
の安全な環境の維持につながった。

81
斎場感染症対
策費

市民課

新型コロナウイルス感染症に
より死亡した者の火葬を特別
枠で実施し、火葬従事者の防
護服等の感染性廃棄物の処理
を実施

621,390 576,187

イ　火葬業務委託料570,350円（時間外勤務手当2
人17回、管理費ごみ処分等17回、消耗品費マスク1
回2名体制17回）
ロ　感染性廃棄物収集運搬処理委託料51,040円
（プラスチック容器医療廃棄物11回、プラスチック
容器15個）

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方等の火
葬を通常の火葬時間と別に行い、職員が着用した防護服
等を特定管理産業廃棄物として適切に処理することによ
り、感染拡大の防止及び火葬場所の安全な環境の維持に
つながった。

82 予防接種費 保健センター

コロナウイルスと症状が酷似
しているインフルエンザの感
染を予防し、医療現場の混乱
等をさけるため、65歳以上の
高齢者を対象としたインフル
エンザ予防接種の自己負担額
の無償化を実施

26,539,000 24,608,420 委託料26,539,000円（65歳以上高齢者26,539人）

コロナ禍において季節性インフルエンザの感染拡大を防
止するため、高齢者の予防接種の自己負担を無料にする
ことにより、重症化しやすい高齢者のインフルエンザ感
染を防ぎ、新型コロナウイルス感染症の影響による医療
機関の更なる逼迫及び感染拡大の防止、安心安全な病院
環境の維持につながった。

83 予防接種費 保健センター

コロナウイルスと症状が酷似
しているインフルエンザの感
染を予防し、医療現場の混乱
等をさけるため、65歳以上の
高齢者を対象としたインフル
エンザ予防接種の自己負担額
の無償化を実施

4,747,790 4,402,412
イ　印刷製本費53,790円(説明書30,000枚）
ロ　委託料4,694,000円（65歳以上高齢者4,694
人）

コロナ禍において季節性インフルエンザの感染拡大を防
止するため、高齢者の予防接種の自己負担を無料にする
ことにより、重症化しやすい高齢者のインフルエンザ感
染を防ぎ、新型コロナウイルス感染症の影響による医療
機関の更なる逼迫及び感染拡大の防止、安心安全な病院
環境の維持につながった。

84

修学旅行キャ
ンセル料等支
援補助金支給
事業費

学校教育課

新型コロナウイルスの感染予
防として、小中学校の修学旅
行等を中止したことにより発
生したキャンセル料につい
て、保護者の負担を軽減する
ための補助金の支給を実施

10,748,876 9,966,949
補助金10,748,876円（小学校修学旅行キャンセル
料29人、中学校修学旅行等キャンセル料2,262人）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市内の小中
学校が実施を予定していた修学旅行等を延期又は中止し
たことによるキャンセル料の費用を補助することによ
り、児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図ることが
できた。

85
高齢者感染拡
大防止対策費

高齢者支援課

特別養護老人ホーム及び介護
老人保健施設の新型コロナウ
イルス感染が確認されたた
め、施設職員及び入所者のＰ
ＣＲ検査を実施

2,617,850 2,427,414

イ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料101,050円（医
師2時間1人1回、医師3時間1人1回）
ロ　ＰＣＲ検査判定業務委託料2,516,800円（143
人）

特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設における新型
コロナウイルス感染者の発生に伴い、速やかに関係者の
ＰＣＲ検査を実施することにより、更なる感染拡大の防
止及び安心できる環境下の施設運営の継続につながっ
た。
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86
障がい者感染
拡大防止対策
費

障がい者支援課

障がい者グループホームの新
型コロナウイルス感染が確認
されたため、施設職員のＰＣ
Ｒ検査を実施

163,850 151,931
イ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料111,050円（医
師1時間1人1回、医師2時間2人1回）
ロ　ＰＣＲ検査判定業務委託料52,800円（3人）

障がい者グループホームにおける新型コロナウイルス感
染者の発生に伴い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施
することにより、更なる感染拡大の防止及び安心できる
環境下の施設運営の継続につながった。

87
高齢者感染拡
大防止対策費

高齢者支援課

新型コロナウイルスの感染予
防として、小学校デイサービ
スセンターのテーブル及び次
亜塩素酸空間除菌脱臭機の購
入を実施

630,300 584,449
施設用備品購入費630,300円（テーブル6台、次亜
塩素酸空間除菌脱臭機1台）

テーブル及び次亜塩素酸空間除菌脱臭機を設置すること
により、小学校デイサービスセンターにおける集団感染
リスクの軽減が図られ、利用者等が安心できる環境を整
備することができた。

88
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

生涯学習課

新型コロナウイルスの感染予
防として、子どもの学習支援
を実施している場である公民
館及びコミュニティ会館にお
ける学習時の空間確保のため
網戸の設置を実施

1,292,500 1,198,477
網戸設置工事請負費1,292,500円（公民館5施設、
コミュニティー会館1施設、公民館2施設）

子供の学習支援を実施している場である公民館及びコ
ミュニティ会館に網戸を設置することにより、施設にお
ける集団感染リスクの軽減が図られ、子供が安心して学
習できる最適な空間の環境を整備することができた。

89
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

保健センター

ＰＣＲセンターに従事してい
た会計年度任用職員である看
護師が通常業務に戻るためＰ
ＣＲ検査を実施

52,800 48,959 ＰＣＲ検査判定業務委託料52,800円（3人）

ＰＣＲセンターに従事する看護師が通常業務に戻るため
ＰＣＲ検査を実施し陰性を確認することにより、更なる
感染拡大の防止及び安心できる環境下の施設運営の継続
につながった。

90
敬老行事事業
費

高齢者支援課

新型コロナウイルスの感染予
防として、民生委員を通じて
配付していた敬老祝品を簡易
書留による郵送を実施

304,736 282,568 通信運搬費304,736円（祝品発送856通）

新型コロナウイルス感染症の感染対策として、敬老祝品
の配布を郵送に切替えることにより、接触による感染拡
大の防止につながり適切に業務を継続することができ
た。

91
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

市史編さん担当

新型コロナウイルスの感染拡
大の影響を受けて、市史編さ
ん委員の調査事業の減少とと
もに、古書や古地図等の資料
の購入が減少したことから調
査の進捗を図るため、感染予
防としてリモート会議を実施
するに当たり、集音マイクの
購入を実施

8,690 8,058 消耗品費8,690円（会議用集音マイク1本）

新型コロナウイルス感染症拡大による市史編さん事業に
係る調査業務の減少に伴い、対面会議からリモート会議
に変更することにより、会議における密集を回避し感染
拡大の防止につながるとともに適切な市史編さん業務を
継続することができた。

92
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

人事課

市職員が新型コロナウイルス
感染の濃厚接触者になったた
め、当該職員と接触のある職
員のＰＣＲ検査を実施

167,010 154,861
イ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料26,210円（医
師1時間1人1回）
ロ　ＰＣＲ検査判定業務委託料140,800円（8人）

市職員の新型コロナウイルス濃厚接触者の発生に伴い、
速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施することにより、更
なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の業務の継続
につながった。

93
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

人事課

市職員に新型コロナウイルス
感染の疑いがあったため、当
該職員と接触のある職員のＰ
ＣＲ検査を実施

61,410 56,943
イ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料26,210円（医
師1時間1人1回）
ロ　ＰＣＲ検査判定業務委託料35,200円（2人）

市職員の新型コロナウイルス感染の疑いに伴い、速やか
に関係者のＰＣＲ検査を実施することにより、更なる感
染拡大の防止及び安心できる環境下の業務の継続につな
がった。

94
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

中学校において新型コロナウ
イルス感染症患者が確認され
たため、接触者に対してＰＣ
Ｒ検査を行うに当たり、医師
が使用する衛生消耗品の購入
を実施

3,806 3,529
消耗品費3,806円（紙コップ2箱、養生テープ2箱、
ビニール袋1箱、カット綿1箱）

中学校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、医師がＰＣＲ検査で使用する衛生用品を購入し速や
かに関係者のＰＣＲ検査を実施することにより、更なる
感染拡大の防止及び安心できる環境下の学校生活の継続
につながった。

95
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

保健センター

発熱等により医療機関に相談
したいがかかりつけ医を持た
ない等、相談先に困った方に
医療機関を紹介するため、相
談窓口の設置を実施

932,027 864,227

イ　会計年度任用職員報酬903,930円（1月2人、2
月11人、3月11人）
ロ　費用弁償28,097円（1月1人、2月9人、3月9
人）

新型コロナウイルス感染症による発熱等有症状時に受診
できる病院を紹介する専任の相談窓口を設置することに
より、発熱等で困っている市民が速やかに受診できるよ
うになり、感染症に対する不安緩和及び感染拡大の防止
につながった。

96
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

保健センター

高校において新型コロナウイ
ルス感染者が確認されたた
め、接触者のＰＣＲ検査を実
施

167,010 154,861
イ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料26,210円（医
師1時間1人1回）
ロ　ＰＣＲ検査判定業務委託料140,800円（8人）

高等学校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施することによ
り、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の学校
生活の継続につながった。

97
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

中学校生徒の新型コロナウイ
ルス感染が確認されたため、
当該生徒と接触のある生徒等
のＰＣＲ検査を実施

565,661 524,512

イ　ＰＣＲ検査時消耗品費11,451円（手袋1箱、ウ
エットティッシュ1箱、カット綿1箱、ビニール袋1
箱）
ロ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料26,210円（医
師1時間1人1回）
ハ　ＰＣＲ検査判定業務委託料528,000円（30人）

中学校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施することによ
り、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の学校
生活の継続につながった。

98
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

中学校生徒の新型コロナウイ
ルス感染が確認されたため、
当該生徒と接触のある生徒等
のＰＣＲ検査を実施

616,921 572,043

イ　ＰＣＲ検査時消耗品費9,911円（手袋1箱、ウ
エットティッシュ1箱、カット綿1箱）
ロ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料26,210円（医
師1時間1人1回）
ハ　ＰＣＲ検査判定業務委託料580,800円（33人）

中学校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施することによ
り、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の学校
生活の継続につながった。

99
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

小学校児童の新型コロナウイ
ルス感染が確認されたため、
当該児童と接触のある児童等
のＰＣＲ検査を実施

2,140,261 1,984,568

イ　ＰＣＲ検査時消耗品費2,431円（ウエット
ティッシュ1箱、カット綿1箱）
ロ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料78,630円（医
師1時間1人3回）
ハ　ＰＣＲ検査判定業務委託料2,059,200円（117
人）

小学校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施することによ
り、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の学校
生活の継続につながった。
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100
保育所感染拡
大防止対策費

保育課

保育施設において新型コロナ
ウイルス感染症患者が確認さ
れたため、保育施設等の消毒
及び関係者のＰＣＲ検査を実
施

1,075,060 996,855

イ　消毒委託料503,250円（1か所）
ロ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料26,210円（医
師1時間1人1回）
ハ　ＰＣＲ検査判定業務委託料545,600円（31人）

保育施設における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに関係者のＰＣＲ検査及び施設等の消毒を実
施することにより、更なる感染拡大の防止及び安心でき
る環境下の施設運営の継続につながった。

101
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

中学校生徒の新型コロナウイ
ルス感染が確認されたため、
当該生徒と接触のある生徒等
のＰＣＲ検査を実施

1,170,210 1,085,083

イ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料26,210円（医
師1時間1人1回）
ロ　ＰＣＲ検査判定業務委託料1,144,000円（65
人）

中学校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施することによ
り、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の学校
生活の継続につながった。

102
障がい者感染
拡大防止対策
費

障がい者支援課

障がい者福祉施設職員の新型
コロナウイルス感染が確認さ
れたため、施設職員等のＰＣ
Ｒ検査を実施

604,477 560,504

イ　ＰＣＲ検査時消耗品費6,457円（手袋2箱、
カット綿1箱、紙コップ1箱、ビニール袋1箱）
ロ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料52,420円（医
師1時間2人1回）
ハ　ＰＣＲ検査判定業務委託料545,600円（31人）

障がい者福祉施設における新型コロナウイルス感染者の
発生に伴い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施するこ
とにより、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下
の施設運営の継続につながった。

103
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

選挙管理委員会
事務局

新型コロナウイルスの感染予
防として、選挙投票所等にお
ける感染症対策のためアル
コール消毒液などの購入を実
施

400,026 370,926

消耗品費400,026円（アルコール消毒液5個、ゴム
手袋30箱、ビニール袋17個、手提袋1個、段ボール
10個、ペーパータオル150個、マスク1,000個、塩
ビパイプ3個、アクリル板2個、扇風機6個、飛沫防
止スクリーン100個、霧吹き52個）

マスク、消毒液、飛沫防止スクリーン等を設置すること
により、コロナ禍の投開票所における集団感染リスクの
軽減が図られ、従事者等の適切な選挙業務の継続につな
がった。

104
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

消防総務課
消防職員の新型コロナウイル
ス感染が確認されたため、消
防施設の消毒を実施

760,100 704,807

消毒委託料760,100円【人件費11名、機材費（手動
噴霧器等8台）、消耗品費（マスク等46個）、薬剤
費（消毒用エタノール等4個）、諸経費等（薬剤運
搬等）】

消防施設における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに施設等の消毒を実施することにより、更な
る感染拡大の防止及び安心できる環境下の業務の継続に
つながった。

105
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

営繕課
教育総務課

新型コロナウイルスの感染予
防として、公共施設のトイレ
にセンサー式自動水栓蛇口の
設置を実施

215,181,400 199,528,028

イ　センサー式自動水栓蛇口設置費45,987,260円
（公共施設126か所交換数4,340個）
ロ　自動水栓蛇口設置費169,194,140円（小中学校
及び幼稚園34か所交換数3,862個）

公共施設及び小中学校等のトイレにセンサー式自動水栓
蛇口等を設置することにより、接触感染のリスクを低減
し、更なる感染拡大の防止、安心できる環境下の施設運
営及び学校生活の継続につながった。

106
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

保健センター
ＰＣＲ検査の実施により生じ
た感染性廃棄物を処理するた
め、廃棄物処理の委託を実施

8,800 8,160 廃棄物処理委託料8,800円（廃棄物処理業務2箱）

市独自のＰＣＲ検査実施時に使用した、手袋やガウン等
の新型コロナウイルス感染症の感染性廃棄物を安全に保
管し処分することにより、感染拡大の防止及び検査場所
の安全な環境の維持につながった。

107
高齢者感染拡
大防止対策費

高齢者支援課

地域密着型サービス施設にお
いて新型コロナウイルス感染
者が確認されたため、施設職
員等のＰＣＲ検査を実施

211,200 195,836 ＰＣＲ検査判定業務委託料211,200円（12人）

地域密着型サービス施設における新型コロナウイルス感
染者の発生に伴い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施
することにより、更なる感染拡大の防止及び安心できる
環境下の施設運営の継続につながった。

108
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

学校教育課

小学校教員の新型コロナウイ
ルス感染が確認されたため、
当該教員と接触のある児童等
のＰＣＲ検査を実施

1,626,420 1,508,106

イ　ＰＣＲ検査検体採取業務委託料42,420円（医
師2時間1人1回）
ロ　ＰＣＲ検査判定業務委託料1,584,000円（90
人）

小学校における新型コロナウイルス感染者の発生に伴
い、速やかに関係者のＰＣＲ検査を実施することによ
り、更なる感染拡大の防止及び安心できる環境下の学校
生活の継続につながった。

109
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

高齢者支援課
障がい者支援課

新型コロナウイルスの感染予
防として、特別養護老人ホー
ム、介護老人保健施設、障が
い者支援施設等の新規入所者
に対するＰＣＲ検査を実施

818,910 759,338
イ　ＰＣＲ検査判定業務委託料510,400円（29人）
ロ　ＰＣＲ検査費用助成金308,510円（11人）

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障がい者支援
施設等の新規入所者に対するＰＣＲ検査を実施すること
により、未然の感染拡大の防止及び安心できる環境下の
施設運営の継続につながった。

111
新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策費

児童家庭課
学校教育課
保育課

公共施設において新型コロナ
ウイルス感染が生じた場合に
対応するため、施設の消毒を
実施

1,808,950 1,677,358
消毒委託料1,808,950円（学童保育所1か所、幼稚
園1か所、保育所1か所）

学童保育施設、市内小中学校及び保育施設における新型
コロナウイルス感染者の発生に伴い、速やかに施設等の
消毒を実施することにより、更なる感染拡大の防止、安
心できる環境下の施設運営及び学校生活等の継続につな
がった。

112
子ども・子育
て支援交付金

児童家庭課

新型コロナウイルスの感染予
防として、学童保育所の臨時
休業等により、休所した児童
分の学童保育料の免除を実施

29,807,000 9,214,133 学童保育料の免除額29,807,000円（3,252人）

新型コロナウイルス感染症の拡大により学童保育所を利
用できなかった世帯に保育料を免除することにより、当
該世帯の経済的な負担の軽減につながり、休所する児童
の増加に伴う密集の回避による感染拡大の防止及び安心
できる環境下の施設運営の継続につながった。

113
学校保健特別
対策事業費補
助金

学校教育課
新型コロナウイルスの感染予
防として、小中学校の児童生
徒へのマスクの配布を実施

3,963,000 1,837,819 消耗品費3,963,000円（布製マスク11,656人）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、小中学校
へマスクを配布することにより、集団感染リスクの軽減
が図られ、児童生徒が安心して学ぶことができる環境を
整備することができた。
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115
公立学校情報
機器整備費補
助金

指導課

新型コロナウイルスの感染予
防として、小中学校の臨時休
校による家庭学習を支援する
ため、遠隔学習を実施するに
当たり、学校からインター
ネット回線を使い同時双方向
で教師と児童生徒がやりとり
できるようカメラやマイク等
の整備を実施

717,805 333,631
備品購入費717,805円（ワイドレンズカメラ31台、
卓上スタンド31台、スピーカーフォン31台）

新型コロナウイルス感染症拡大による市内小中学校の臨
時休校に伴い、家庭学習を支援するため、遠隔学習環境
を整備することにより、自宅において児童生徒が安心し
て学ぶことができる環境を整備することができた。

116
障害者総合支
援事業費補助
金

障がい者支援課

新型コロナウイルス感染症の
影響により、在宅での生活を
強いられている障がい者等利
用者に対する安否確認、心身
の状況及び生活の実態を把握
し、マスク等の配布を実施

473,000 219,759

イ　人件費352,000円（44日2人）
ロ　衛生消耗品費50,490円（マスク70個、フェイ
スシールド22個、消毒液3個）
ハ　交通費7,150円（ガソリン55ℓ）
ニ　事務消耗品費4,950円（ボールペン4個、印刷
用紙1個、用紙バインダー2個、チューブファイル2
個）
ホ　一般管理費58,410円（人件費から事務消耗品
費までの合計の約14.1％）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて在宅での
生活を強いられている障がい施設利用者の安否を確認す
るため、相談支援専門員が心身の状況及び生活の実態に
ついて聴取するとともにマスクを配布することにより、
支援の要否の適切な判断及び感染拡大の防止につながっ
た。

114
学校保健特別
対策事業費補
助金

防災安全課
教育総務課
学校教育課

新型コロナウイルスの感染予
防として、小中学校の再開に
当たり、学校の生活環境を整
備するため、消毒液等の衛生
消耗品や給食調理室用の扇風
機等の備品の購入、教室換気
用の網戸等の設置を実施

36,482,766 16,914,769

イ　消耗品費23,013,925円【小学校20校、中学校
11校（アルコールスプレー6個、アルコール種子消
毒剤1個、アルコール用スプレーボトル15個、泡石
鹸6個、泡石鹸ボトル1個、泡石鹸用鋼管ヘッド10
個、泡石鹸用ボトル102個、泡ハンドソープボトル3
個、泡ボトルポンプ2個、衣料用洗剤33個、ウエッ
トティッシュ1個、液体石鹸3個、液体石鹸用空ボト
ルポンプ式271個、塩化ビニル手袋Ｌ347セット、
塩化ビニル手袋Ｍ503セット、塩化ビニル手袋Ｓ10
セット、殺菌消毒剤3本、学校机飛沫防止ガード
4,844個、学校机飛沫防止ガード小学校音楽用800
個、空スプレーボトル20個、ガラス用洗剤1個、希
釈用容器1個、キッチンタオル25枚、冷感タオル
398枚、給食用アルコール31個、給食用ポリ袋888
セット、業務用ボトル専用小分けキャップ3個、ク
リアマスク2,074個、固定式非接触型体温計1個、
ゴム手袋120セット、小分けキャップ2個、次亜塩素
酸ナトリウム480箱、施設消毒用アルコール133
箱、自動消毒噴霧器1個、自動手指消毒器2個、住居
用洗剤24個、住居用つやだしスプレー付け替え用1
個、消毒液用空ボトルトリガー式162個、消毒液用
空ボトルポンプ式225個、消毒液用自動ボトル2個、
消毒剤空ボトル2個、消毒用エタノール2個、除菌
ウェットティッシュ22個、除菌用アルコール15個、
食器用洗剤36個、スプレーボトル107個、スプレー
容器155個、石鹸液20個、石鹸ネット5個、石鹸ボ
トル1個、ぞうきん11枚、台所用洗剤1個、台所用漂
白剤3個、蓄圧式噴霧器1個、使い捨てアルコールタ
オル1枚、使い捨てキッチンタオル72枚、使い捨て
クロス1箱、使い捨てゴム手袋132箱、使い捨て手袋
484セット、使い捨て手袋Ｌ50セット、使い捨て手
袋Ｍ94セット、使い捨て手袋プラスチックＬ5セッ
ト、使い捨て手袋プラスチックＭサイズ13セット、
使い捨て手袋ポリエチレン965セット、使い捨て手
袋ポリエチレンＭ2,269セット、使い捨て手袋ポリ
エチレンＳ20セット、使い捨て手袋ポリエチレンＳ
Ｓ20セット、使い捨てトイレクリーナー35個、使い
捨てビニール手袋110セット、使い捨てふきん11
箱、使い捨てプラスチック手袋20セット、使い捨て
ポリエチレン手袋87セット、使い捨てポリ手袋3
セット、使い捨てマスク6箱、使い捨てミニマスク2
箱、手洗い石けん用空ボトルポンプ式80個、手洗い
用液体石鹸71箱、手洗い用石鹸液10個、手洗い用発
泡ボトル3個、手洗い用無添加石鹸31個、手指消毒
液7本、手指消毒器2個、手指消毒剤20個、手指消毒
スプレー21個、手指消毒用アルコール735箱、手指
消毒用カートリッジボトル3個、手指消毒用ボトル2
個、電子体温計11個、トイレ用洗剤1個、透明パー
テーション1個、配膳室用アルコール詰替用52箱、
配膳室用消毒液補充用ポンプ31個、配膳台用ペー
パータオル888セット、バケツ30個、ハンドジェル
2個、ハンドソープ用空ポンプボトル2個、非接触型
体温計444個、ビニール手袋176セット、漂白剤76
本、フェイスシールド1,339個、フェイスシールド
幼児用5個、フェイスマスク6個、ペダル式ゴミ箱4
個、ペーパータオル4,866セット、ペーパータオル
ケース2個、ボトルキャップ1個、ポリエチレング
ローブ10セット、ポンプ付泡石鹸10個、マイクロン
スプレーボトル10個、無添加固形石鹸25セット、
モップ糸135個、モップ柄スプリング有26個、モッ
プ柄スプリング無137個、モップ絞り機93個、薬用
泡石鹸2個、薬用泡ハンドソープ12個、薬用液体石
鹸52個、養生テープ13箱、ラッテクス手袋Ｌ30
セット、ラテックス手袋Ｍ30セット、冷感マスク
12,828セット、使い捨て手袋プラスチックＳ35
セット、使い捨て手袋ポリエチレンＳ250セッ
ト）】
ロ　備品購入費8,390,140円【網戸28か所（小学校
19校、中学校9校）、扇風機47台（小学校10校、中
学校8校）、送風機62台（小学校20校、中学校11
校）】
ハ　委託料5,078,701円（校舎消毒作業委託小学校
6校、中学校2校）

新型コロナウイルスの感染予防として、消毒液等の衛生
用品を購入し網戸等の備品を設置することにより、小中
学校における集団感染リスクの軽減が図られ、児童生徒
が安心して学ぶことができる環境を維持するとともに、
食調理室及び体育館、各教室等の十分な換気ができる環
境を整備することができた。
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事業の名称 担当課 事業概要
総事業費

（実績額）
（円）

交付金充当額
（円）

事業費内訳 効果検証

117
障害者総合支
援事業費補助
金

障がい者支援課

新型コロナウイルスの感染予
防として、地域活動支援セン
ター、日中一時支援事業を行
う事業所における職員の増員
や感染拡大防止用備品等の購
入による体制の強化を実施

2,120,024 491,467
補助金2,120,024円（地域活動センター5か所、日
中一時支援事業所7か所）

新型コロナウイルス感染症対応のため、地域活動支援セ
ンター及び日中一時支援事業の事業所において、職員の
増員や感染拡大防止用の備品等を購入することにより、
感染拡大の防止が図られ、利用者等が安心できる環境を
維持し安定した業務の継続につながった。

118
障害者総合支
援事業費補助
金

障がい者支援課

新型コロナウイルスの感染予
防として、移動支援事業にお
いて、訪問入浴サービス等の
職員の増員や感染拡大防止用
備品等の購入による体制の強
化、また、意思疎通支援事業
において、聴覚障がい者等に
対し、手話通訳者及び要約筆
記者を派遣し、円滑なコミュ
ニケーションを図れるように
するため、派遣する支援者に
対するマスク等を支給し体制
の強化を実施

208,295 48,491

イ　補助金162,700円（移動支援事業2か所）
ロ　消耗品費45,595円【フェイスシールド（100枚
入り1セット、フリーサイズ30枚）、フェイスシー
ルド10枚入り2セット、消毒スプレー（本体15個、
詰替用1セット）】

新型コロナウイルス感染症対応のため、移動支援事業及
び意思疎通支援事業の事業所において、職員の増員や感
染拡大防止用の備品等を購入することにより、感染拡大
の防止が図られ、利用者等が安心できる環境を維持し安
定した業務の継続につながった。

119
生活困窮者就
労準備支援事
業費等補助金

生活支援課

新型コロナウイルス感染症の
影響により、増加した生活保
護の新規申請に対する決定事
務処理の補助業務に対応する
ため、業務に従事する職員の
配置を実施

1,630,494 378,778
会計年度任用職員1,630,494円【1人（会計年度任
用職員報酬1,257,438円、期末手当141,438円、社
会保険料214,118円、交通費17,500円）】

新型コロナウイルス感染症の影響により増加した生活保
護の新規申請に対応するため、新規申請者に対する資産
調査、戸籍調査等保護決定に係る各種調査を行う職員を
配置することにより、保護決定業務の体制の強化を図り
従事者等の適切な業務の継続につながった。

120
障害者総合支
援事業費補助
金

障がい者支援課

新型コロナウイルス感染症の
影響により、事業所が休業又
は縮小する場合や、児童が通
所を自粛する場合の在宅の児
童に対する訪問や電話連絡等
の方法による放課後等デイ
サービスの代替サービスの提
供、また、学校の一斉臨時休
校に伴うデイサービスの利用
回数の増加に係る利用者負担
の支援を実施

114,597 27,444

支援114,597円【代替的サービス（延べ185人、事
業所7か所）、学校臨時休校による利用者負担増加
（延べ4人、事業所1か所）、休日単価との差額（延
べ114人、事業所3か所）】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業所の休業
や通所を自粛する場合等において、在宅の児童へ訪問や
電話連絡等の方法による放課後等デイサービスの代替
サービスを提供することにより、障がいのある児童が安
心して過ごせる環境を整備することができた。
また、新型コロナウイルス感染症拡大による学校の臨時
休校等に伴い、デイサービスの利用が増えた家庭へ利用
負担分を支援することにより、経済的負担の軽減を図る
ことができた。

2,106,450,385 1,905,283,000


