
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　実施状況及び効果検証 （単位：円）

国庫補助額 交付金 一般財源

1
水道事業会計繰出・補
助

建設水道課
水道事業全加入者（4,242件／免除対象月平均件数）の基本料
金を３か月間一律免除し、個人・事業者を支援する。

減免経費　28,081,000円（約9,400千円／月×3カ月） 28,081,000 0 28,081,000 0
水道料金の基本料金を免除することで、家
計の負担軽減や事業者への支援につな
がった。

2 子育て応援給付金 保健福祉課
令和2年4月1日現在で町内在住の中学生以下の子どもを持つ
子育て世帯を支援するため応援給付金を支給する。

応援給付金　10,000円×514人 5,140,000 0 5,140,000 0
子育て世帯に給付金を支給することで、家
計負担軽減につながった。

3
学校情報機器整備事
業

教育課
GIGAスクール構想の実現に向けて児童生徒が学校で使うICT
環境の整備（１人１台端末）を整備する。

児童生徒用タブレット346台・サーバ等周辺機器購入
費、環境構築委託費

34,660,000 0 34,660,000 0

学校施設におけるICT環境を整備すること
で、児童生徒一人ひとりに個別最適な学
びを提供するとともに、コロナ禍においても
継続的な学びを実現できる環境の整備に
つながった。

4 地域消費活性化事業 地域振興課

外出自粛や営業自粛などで沈滞化した地域内の消費を活性化
するため、地域内で使用する商品券を作成し住民（約7,540人）
に配布（7月、10月の2回）することにより、住民の消費活動、事業
者の営業活動を支える。

事業費補助金　73,556,000円
事務費補助金　3,206,455円
商品券郵送料　2,553,609円
消耗品費　10,350円
印刷製本費　33,440円

79,359,854 0 79,359,000 854

全町民へ商品券を配布することで、家計の
軽減につながった。また、消費を通じて中
小企業者等への支援、地域経済の活性化
につながった。

5
中小企業等事業継続
支援金

地域振興課
大きな影響を受けた中小企業や個人事業主に対し、新型コロナ
ウイルス感染症が収束するまで事業を継続することができるよう、
支援金を給付する。

支援金　100,000円×162事業者＝16,200,000円 16,200,000 0 16,200,000 0
中小企業者や個人事業主に支援金を支
給することで、事業継続など支援につな
がった。

6
農業者事業継続支援
金

地域振興課
大きな影響を受けた農業者に対し、新型コロナウイルス感染症
が収束するまで事業を継続することができるよう給付金を支給す
る。

支援金　100,000円×34事業者＝3,400,000円 3,400,000 0 3,400,000 0
農業者に支援金を支給することで、事業継
続など支援につながった。

7
漁業者事業継続支援
金

地域振興課
大きな影響を受けた漁業者に対し、新型コロナウイルス感染症
が収束するまで事業を継続することができるよう給付金を支給す
る。

支援金　100,000円×42事業者＝4,200,000円 4,200,000 0 4,200,000 0
漁業者に支援金を支給することで、事業継
続など支援につながった。

8
公共施設安全・安心確
保事業

保健福祉課
公民館、学校等の公共施設等での感染予防のためマスク、体温
計を整備する。

マスク　1,650円×100箱（50枚入）＝165,000円
体温計　8,800円×100本＝880,000円

1,045,000 0 1,045,000 0

公共施設等にマスク、体温計を整備するこ
とで、職員及び利用者の感染症対策の対
策が充実し、感染機会の削減につながっ
た。

9 新生児定額給付金 税務住民課

新型コロナウイルス感染症流行の終焉が見えないため、特別定
額給付金の対象とならなかった新生児（令和2年4月28日から令
和3年4月1日までの間に生まれた子）と同居する父母を経済的
に支援する。

給付金　100,000円×18人＝1,800,000円 1,800,000 0 1,800,000 0

国の特別定額給付金の対象外となる新生
児の属する世帯に給付金を支給すること
で、経済的負担の軽減など支援につな
がった。

10
医療機関等感染症対
策給付金

保健福祉課
新型コロナウイルス感染症による業務停止を防ぐため医療機関
等（病院 1ヶ所・診療所3ヶ所・歯科医院4ヶ所・調剤薬局3ヶ所）
が行う防止対策に係る費用として助成金を支給する。

病院　助成金300,000円×1カ所＝300,000円
病院以外 　助成金100,000円×10カ所＝1,000,000
円

1,300,000 0 1,300,000 0
医療機関等に給付金を支給することで、感
染防止対策に配慮したサービスの提供を
支援することができた。

11
介護事業所感染症対
策給付金

保健福祉課
新型コロナウイルス感染症による業務停止を防ぐため介護事業
所等（施設 1ヶ所・介護事業所10ヶ所）が行う防止対策に係る費
用として助成金を支給する。

施設 300,000円×１カ所＝ 300,000円
事業所  100,000円×10カ所＝1,000,000円

1,300,000 0 1,200,000 100,000
介護事業所等に給付金を支給することで、
感染防止対策に配慮したサービスの提供
を支援することができた。

12 病院事業継続支援金 保健福祉課

鋸南町国民健康保険鋸南病院では、新型コロナウイルス感染症
の影響により通院を自粛する患者が多く経営に支障をきたして
いることから指定管理者 医療財団法人鋸南きさらぎ会の事業継
続を支援するため助成金を支給する。

病院継続支援助成金　55,000,000円 55,000,000 0 55,000,000 0
病院指定管理者に支援金を支給すること
で、医療提供体制を確保することができ事
業継続の支援につながった。

13
中学校安全・安心確保
事業

教育課
感染予防強化のため町立鋸南中学校で不足する手洗い場を増
設・整備する。

設計委託　495,000円
流し台設置工事費（3箇所）5,863,000円

6,358,000 0 6,358,000 0
中学校の手洗い場を増設することで、生徒
がコロナ禍でも安心して学ぶことができる
環境整備を図ることができた。

14 学校環境整備事業 教育課
集団感染予防のため町立鋸南小学校における教室以外の空調
設備を整備する。

カウンセリングルーム（1台）・配膳室（1台）945,505円 945,505 0 945,000 505

カウンセリングルームと配膳室に空調設備
を設置することで、生徒がコロナ禍でも安
心して学ぶことができる環境整備を図ること
ができた。

事業の効果事業内容交付対象事業の名称
財源内訳総事業費

（Ａ）
経費内訳所管課
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15
給食施設環境整備事
業

教育課
集団感染予防のため鋸南町学校給食センターに空調設備を整
備する。

設計委託1,100,000円
空調設備設置工事費19,800,000円

20,900,000 0 20,900,000 0
学校給食センターに空調設備を設置する
ことで、三密を回避し、感染機会の削減に
つながった。

16
避難所等における新型
コロナウイルス感染拡大
防止事業

総務企画課
災害時における災害対策本部及び避難所での集団感染予防に
係るシステムや備品を導入する。

発電機　185,900円×6台＝1,115,400円
コードリール　9,680円×6台＝58,080円
テント　24,750円×100張＝2,475,000円
避難所用間仕切り　56,100円×51セット＝2,861,100
円
避難所用マット　1,210円×204枚＝246,840円
災害用ベッド　10,120円×90台＝910,800円
災害用トイレ　167,200円×18台＝3,009,600円
災害用トイレ消耗品　5,940円×72セット＝427,680円
災害トイレ用間仕切り　31,350円×18台＝564,300円
扇風機　15,950円×44台＝701,800円
自動非接触型体温計　264,000円×9台＝2,376,000
円
自動非接触型体温計用可搬蓄電池　63,140円×9台
＝568,260円
海洋センター緊急用水道直結バイパス工事　217,800
円
放送用アンプ　795,740円
デジタル簡易無線機　51,260円×10台＝512,600円

16,841,000 0 16,841,000 0

災害対策本部や避難所での三密を防止す
るために必要な備品等を整備することで、
職員や避難者の感染機会の削減につな
がった。

17
選挙事務環境整備事
業

総務企画課
投票所や開票所での感染予防として三密を回避しソーシャル
ディスタンスを維持できる体制を整備するためシステムや備品を
導入する。

開票集計システム導入　2,340,800円
投票用紙読取分類機用増設ユニット　1,100,000円
投票記載台（15台）　 500,775円
開票集計システム用プリンター　49,500円

3,991,075 0 3,991,000 75
投票所や開票所での三密を防止するため
の備品等を整備することで、来場者や従事
者の感染機会の削減につながった。

18
バーベキューハウス佐
久間小学校空調設備
設置事業

総務企画課
バーベキューハウス佐久間小学校での利用者の感染防止をす
るため空調設備を設置する。

空調設備設置工事費　3,267,000円 3,267,000 0 3,267,000 0

バーキューハウス佐久間小学校に空調設
備を設置することで、利用者がコロナ禍で
も安心して楽しめる環境整備を図ることが
できた。

19
町報きょなん特別号発
行事業

総務企画課

生活に困っている町民や事業継続に困っている事業者に向け
て新型コロナウイルス感染症に関する支援策や「新しい生活様
式」への協力要請など感染予防対策等をわかりやすく速やかに
周知するため広報誌特別号を発行する。

6/20発行（8頁）　3,600部×19.58円＝70,488円
10/5発行（6頁）　3,600部×18.48円＝66,528円

137,016 0 137,000 16
新型コロナウイルス感染症に関する情報を
町民にわかりやすく提供することで、感染
拡大防止につながった。

20
特定検診等事業支援
助成金

保健福祉課
総合検診や集団検診の実施を確保するため社会福祉法人太陽
会安房地域医療センター職員の離職対策を支援する。

助成金　476,990円 476,990 0 476,000 990
特定健診等を実施する安房地域医療セン
ターに助成金を支給することで、医療提供
体制の継続支援につながった。

21
地域回遊促進事業（レ
ンタサイクル事業）

地域振興課
感染症の影響で観光客が激減した道の駅保田小学校に「新た
な旅行スタイル」の環境整備に向けてレンタサイクル（スポーツ電
動アシスト自転車）を整備し、来訪者の町内の回遊促進を図る。

自転車等備品購入費　4,928,110円
保険料　31,000円
マップ等作成委託費　913,000円
収納庫工事費　2,909,500円

8,781,610 0 8,781,000 610

道の駅保田小学校にスポーツ電動アシスト
自転車を整備することで、コロナ禍に対応
した自転車観光の推進を図ることができ
た。

22
道の駅安全・安心確保
事業

地域振興課
道の駅きょなん・道の駅保田小学校来訪者及び従業員の感染
防止のため、自動手指消毒器を導入する。

薬剤　1,639円×190本＝311,410円
機器　19,360円×6台＝116,160円

427,570 0 427,000 570
道の駅きょなん及び道の駅保田小学校に
消毒液を配置することで、感染拡大防止に
つながった。

23 魅力発信事業 地域振興課

感染症の影響で観光客が激減していることから感染症の収束を
見据え、首都圏の鉄道駅でポスターの掲示及び車内中吊り広告
の掲示をすることで町の魅力を発信する。また、鋸山の魅力を視
覚的に伝える立体マップの作成・配布を行うことで、観光客を誘
致し地域振興を図る。

ポスター作製・掲示掲載　4,814,700円
マップ　10,000部×2種類＝859,100円

5,673,800 0 5,673,000 800
鉄道駅等でのポスター掲示やマップを作
成をすることで、収束後を見据えたプロ
モーションを実施することができた。
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24
テレワーク環境整備事
業

総務企画課
職員が自宅で業務を行えるよう機器及びネットワーク環境を整備
する。

PC20台、サーバ等機器　12,001,600円
構築費用　16,412,000円
初期費用　49,830円

28,463,430 0 27,783,000 680,430
テレワーク用端末を整備することで、職員
の在宅勤務が可能となり感染機会の削減
につながった。

25 観光案内事業 地域振興課
観光客（鋸山・エコツアー・研修会）に対しソーシャルディスタンス
を保ちながら地域の魅力を案内するためイヤホンガイドを購入す
る。

受信機　17,930円×20台＝358,600円
送信機　28,600円×3台＝85,800円
専用充電機　26,400円

470,800 0 470,000 800
イヤホンガイドを使用することで、観光客の
三密を回避し、感染機会の削減につな
がった。

26
公共交通安全・安心確
保事業

総務企画課
公共交通機関（町営循環バス・福祉有償運送事業）での感染予
防のためマスク等を整備する。

不織布マスク　1,078円×32箱＝34,496円
手指消毒用ディスペンサー消毒液　1,764円×1.1×2
本＝3,881円
手指消毒用ディスペンサー消耗品＝2,012円
手指消毒液　968円×1本＝968円
手指消毒液　3,498円×7本＝24,486円
座席消毒液　12,100円×1本＝12,100円
除菌シート　358円×1.1×10箱＝3,938円

81,881 0 81,000 881
公共交通機関への消毒液の設置や物品
を支給することで、従事者及び利用者の感
染防止を図ることができた。

27
避難所等安全・安心確
保事業

総務企画課
避難所における感染防止や消防団活動時の団員の感染防止対
策に万全を期すため感染防止対策に必要な消毒液を整備す
る。

消毒液　1,760円×60本＝105,600円 105,600 0 105,000 600
避難所や消防団へ消毒液を配置すること
で、感染拡大防止につながった。

28
観光施設安全・安心確
保事業

地域振興課
観光施設来訪者及び従業員の感染防止のため、自動非接触型
体温計・次亜塩素酸空間除菌脱臭機を導入する。

自動非接触型体温計　121,000円×3台＝363,000円
次亜塩素酸空間除菌脱臭機　146,300円×4台＝
585,200円

948,200 0 948,000 200

観光施設に自動非接触型体温計と次亜塩
素酸空間除菌脱臭機を設置することで、利
用者の感染防止と安心して利用できる環
境整備を図ることができた。

29
中央公民館
抗菌処理事業

教育課
中央公民館トイレ（２箇所）と子育て広場を抗菌剤でコーティング
することで利用者が安心して利用できる環境を整備する。

抗菌処理施工費　139,700円 139,700 0 139,000 700

中央公民館トイレと子育て広場に抗菌抗ウ
イルス加工を施すことで、感染予防と安心
して利用できる環境整備を図ることができ
た。

30
スクールバス抗菌処理
事業

教育課
スクールバス車内を抗菌剤でコーティングすることで児童等が安
心して利用できる環境を整備する。

抗菌処理施工費　１台52,800円×スクールバス4台＝
211,200円

211,200 0 211,000 200
スクールバス車内に抗菌抗ウイルス加工を
施すことで、感染予防と安心して利用でき
る環境整備を図ることができた。

31
社会教育バス抗菌処理
事業

教育課
社会教育バス車内を抗菌剤でコーティングすることで利用者が
安心して利用できる環境を整備する。

抗菌処理施工費　１台52,800円×社会教育バス1台
＝52,800円

52,800 0 52,000 800
社会教育バス車内に抗菌抗ウイルス加工
を施すことで、感染予防と安心して利用で
きる環境整備を図ることができた。

32
町営循環バス抗菌処理
事業

総務企画課
町営循環バス車内を抗菌剤でコーティングすることで利用者が
安心して利用できる環境を整備する。

抗菌処理施工費　1台52,800円×町営循環バス2台
＝105,600円

105,600 0 105,000 600
町営循環バス車内に抗菌抗ウイルス加工
を施すことで、感染予防と安心して利用で
きる環境整備を図ることができた。

33

学校保健特別対策事
業費補助金
（感染症対策のための
マスク等購入支援事
業）

教育課

学校再開等にあたり集団感染のリスクを避けるため、鋸南小学
校、鋸南中学校の保健衛生用品等の整備をすることにより、幼
児、児童及び生徒が安心して学ぶことができる体制の整備を推
進する。

保健衛生用品（手指消毒液等）　123,000円 123,000 58,000 59,000 6,000
小中学校に保健衛生用品を整備すること
で、児童生徒が安心して学ぶことができる
環境整備を図ることができた。

34

学校保健特別対策事
業費補助金
（学校再開に伴う感染
症対策・学習保障等に
係る支援事業）

教育課

感染リスクを最小限にしながら学校を再開し、十分な教育活動を
継続するため、鋸南小学校、鋸南中学校における感染症対策を
徹底しながら児童及び生徒の学びの保障をする体制の整備を
促進する。

大型掲示装置・ディスプレイスタンド・実物投影機、空
気清浄機等　3,426,419円

3,426,419 1,713,000 1,713,000 419
小中学校に学習保障等に係る備品等を整
備することで、児童生徒が安心して学ぶこ
とができる環境整備を図ることができた。

35

学校臨時休業対策費
補助金
（学校給食費返還等事
業）

教育課
学校の臨時休業に伴い発生した学校給食賄材料費のうち、キャ
ンセルできなかった費用を支援する。

キャンセルできなかった学校給食賄材料費
令和2年3月分　16,632円

16,632 12,000 4,000 632
キャンセルできなかった学校給食賄材料
費を支援することで、学校の臨時休業を円
滑に実施することができた。

333,430,682 1,783,000 330,851,000 796,682合　　計
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