
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
（円）

国庫補助額 交付金充当額 起債額 その他

1 にゅうぜん元気子育て
応援券支給事業

新型コロナウイルス感染症拡大による臨時休校
等により、家庭での生活が増加する子育て世帯
の経済的負担を軽減するため町内で利用できる
商品券を支給する。

4/1現在0～17歳までの町民一人あたり商品券１
万円を支給

R2.4.20 R2.6.19 31,568,096 31,306,819 31,306,819 261,277

応援券支給件数　3,030件
　内訳　未就学児 　788人
　　　　小学生　 1,004人
　　　　中学生　 　608人
　　　　高校生　 　630人

臨時休校や登所の自粛等により、負担が増加し
ている子育て世帯の経済的負担が軽減された。

2 新型コロナウイルス感
染症対策事業

公共施設等における新型コロナウイルス感染拡
大を防止する。

感染症拡大防止に係る経費 R2.5.8 R3.3.31 15,986,718 15,986,718 15,986,718 0

（消耗品）マスク、アルコール消毒液、次亜塩
素酸消毒液、非接触型体温計、透明アクリル製
衝立、衝立用ステッカー 等
（手数料）窓口ビニールカーテン設置手数料
（備品購入）サーマルカメラ１台、窓口用対話
型支援機器10台

町公共施設において感染症対策が図られた。

3
放課後児童クラブ推進
事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により臨
時休校中における放課後児童クラブの運営時間
の延長や衛生環境配慮等に伴う負担増加による
学童保育指導員の報酬の割増分を支給する。

学童保育指導員負担増に係る経費 R2.4.1 R2.6.10 952,200 952,200 952,200 0 学童保育指導員(割り増し分)4,761h
消毒作業等を重点的に行うことにより学童保育
の感染対策が図られた。

4
富山県・市町村新型コ
ロナウイルス感染症拡
大防止協力金事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県
の休業の要請等に応じて、要請期間中、全面的
に協力いただける中小企業・個人事業主に対
し、県と連携して協力金を支給する。

休業要請等に協力いただいた事業者への協力金
休業要請：
中小企業50万円、個人事業主20万円
営業時間短縮：
中小企業25万円、個人事業主10万円
うち町負担分1/3

R2.5.8 R2.9.18 4,983,333 4,983,333 4,983,333 0
全体　14,950,000円　対象80件
（富山県負担　9,966,667円）※全体の2/3
（町負担　　　4,983,333円）※全体の1/3

感染症拡大防止及び支援した事業者の経営安定
化が図られた。

5 町単独上乗せ協力金支
給事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県
の休業の要請等に応じて、要請期間中、全面的
に協力いただける町内の中小企業・個人事業主
に対し、県が支給する協力金に追加支給する。

休業要請等に協力いただいた事業者への協力金
休業要請：
中小企業20万円、個人事業主10万円
営業時間短縮：
中小企業10万円、個人事業主5万円

R2.5.22 R2.7.31 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0

休業要請　法人  6件
　　　　　個人 27件
時短　　　法人　7件
　　　　　個人 28件

感染症拡大防止及び支援した事業者の経営安定
化が図られた。

6
学生生活応援緊急ふる
さと便発送事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策などに
よって、アルバイトが無いなど困難な生活が長
期化している県内外の大学等へ進学した学生に
対し、生活物資の提供を通して、生活の支援を
行う。

町から大学等へ進学した学生を支援する経費
（第１弾）地元企業のパックご飯
（第２弾）地元企業のパックご飯と地元企業の
水のセット

R2.5.11 R3.1.29 2,701,892 2,701,892 2,701,892 0
第1弾送付数：278件
第2弾送付数：368件

学生らの経済的負担の軽減につながった。

7 経営支援アドバイザー
派遣事業

中小企業者では解決困難な経営課題があること
から、専門家からアドバイスををもらい経営改
善を行い、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響にも負けない経営を支援する。

各種支援制度等に精通している専門家の派遣費
用を支援
専門家派遣に係る経費の利用者負担の1/３を支
援（上限11千円/回）

R2.5.8 R3.3.19 125,716 125,716 125,716 0 交付決定件数：４件
アドバイザー利用により、事業所の負担軽減が
図られた。

8 ステイホーム・テイク
アウト推進事業補助金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
外出自粛が続いており、飲食店への客足が減少
していることから、飲食店の新たな取り組みを
支援する。

テイクアウト事業に係る経費を支援
・商工会の宣伝・広告費を支援（2/3上限200千
円）
・町内飲食店のテイクアウト事業に係る経費を
支援（20千円/店）

R2.5.8 R2.7.20 454,594 454,594 454,594 0
補助金　　　　454,594円
・一般事業者　296,048円（16店）
・商工会　　　158,546円

補助金を機に16店が新規にテイクアウトを導入
した。また、テイクアウト可能店をまとめたチ
ラシを発行し広く周知したほか、テイクアウト
イベントを開催しテイクアウトの普及につなげ
るなど、飲食店への支援を行った。

9
中小企業融資信用保証
料助成金

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業
等の資金繰りを支援するため、県信用保証協会
の保証を得て、県の融資制度を利用する企業等
の保証料を助成する。

事業者負担の10/10を支援（上限20万円） R2.5.8 R2.7.10 258,600 258,600 258,600 0 交付決定件数：2件 支援した事業所の負担軽減が図られた。

10 学校保健特別対策事業
費補助金

学校における新型コロナウイルス感染拡大防止
を図る。

町内の学校において感染拡大を防止するため、
マスク、消毒液等購入する経費

R2.6.3 R3.1.29 536,000 536,000 268,000 268,000 0

※No.10、13一括記載
・アルコール消毒液
　小学校：1L×68本、5L×20本、10L×29本
　中学校：1L×54本、5L×20本、10L×33本
・次亜塩素酸消毒液
　小学校：20kg×6箱、1.8L×41本
　中学校：20kg×4箱、1.8L×24本
・非接触式温度計
　小学校：12台　中学校：6台
・マスク
　小学校：25,850枚　中学校：13,600枚
・健診用フェイスシールド
　小学校：70個　中学校：30個
・使い捨てポリ手袋
　小学校：194箱　中学校：119箱
・ハンドソープ
　小学校：5kg×13本　ディスペンサー59本
　中学校：5kg×13本　ディスペンサー48本
・電子体温計
　小学校：15本　中学校：9本
・ペーパータオル
　小学校：59束　中学校：25束
・温湿度計
　小学校：59個

小中学校における感染症対策が図られた。

一般財源 成果 効果事業目的 概要№ 事業名
事業開始
年月日

事業完了
年月日

総事業費
補助対象事業費



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
（円）

国庫補助額 交付金充当額 起債額 その他
一般財源 成果 効果事業目的 概要№ 事業名

事業開始
年月日

事業完了
年月日

総事業費
補助対象事業費

11 ひとり親家庭応援事業
新型コロナウイルス感染症拡大により、経済的
負担を大きく受けるひとり親家庭に県と連携し
てお米券を支給する。

4/30現在児童扶養手当受給者へお米券を支給す
るための経費

R2.6.17 R2.9.30 1,265,477 1,265,477 234,277 1,031,200 0 支給世帯数　122世帯
ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）の経済
的負担軽減が図られた。

12 児童生徒1人１台端末
整備事業

GIGAスクール構想の更なる加速・強化を図り、
新たな教育の実現を目指す。

児童生徒1人１台端末の導入に係る経費 R2.8.17 R3.2.26 86,088,860 86,088,860 46,401,000 39,687,860 0 導入端末台数1,612台
1人1台端末の整備により教育環境のICT化が進
み、児童・生徒の学びを保障するための新しい
教育環境の実現が図られた。

13
学校保健特別対策事業
費補助金（上乗せ単独
分）

学校における新型コロナウイルス感染拡大防止
を図る。

町内の学校において感染拡大を防止するため、
マスク、消毒液等購入する経費

R2.6.3 R3.3.31 1,711,065 1,711,065 1,711,065 0 ※No.10、13一括記載（No.10の欄に記載） ※No.10、13一括記載（No.10の欄に記載）

14 福祉・医療施設事業継
続支援金

新型コロナウイルス感染症予防のために負担が
増加している社会福祉施設及び医療施設を運営
する事業者に対して、事業継続を支援するた
め、支援金を交付する。

社会福祉施設及び医療施設を支援するための経
費

R2.7.10 R3.2.10 4,505,249 4,505,249 4,505,249 0
障害福祉施設：４施設
介護福祉施設：18施設
医療施設：　　19施設

福祉・医療施設の事業継続への負担の軽減が図
られた。

15 町有施設修繕事業
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公
共施設や学校における換気対策を実施する。

換気するための網戸設置に係る経費 R2.8.3 R3.3.10 719,040 719,040 719,040 0
公共施設：１施設
小学校：５校
中学校：２校

網戸の設置により、感染症対策が図られた。

16
ひとり親家庭等子育て
応援券交付事業

新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受
けるひとり親家庭等に対する緊急的な経済支援
として、児童扶養手当を受給する世帯に商品券
を支給する。

児童扶養手当対象児童一人あたり２万円を支給
する経費

R2.7.10 R2.10.30 3,471,913 3,471,913 3,471,913 0 支給者数170人
ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）の経済
的負担軽減が図られた。

17 元気回復プレミアム商
品券発行事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける
地域経済の活性化のきっかけを創出するため、
プレミアム分を上乗せした町独自の商品券を発
行する。

８千円分の商品券を５千円で販売するための経
費（プレミアム分及び商品券印刷、換金手数料
等事務費）

R2.7.15 R3.3.4 51,973,385 51,973,385 51,973,385 0 使用額　135,074千円（市中流通額）

付加価値の高い商品券を発行し、地域経済の活
性化を図った。また、全店で利用可能な券と小
規模店舗でのみ使える券を分けて発行したこと
で、幅広い店舗で利用された。

18 小規模事業者経営支援
給付金支給事業

新型コロナウイルス感染症拡大により、甚大な
影響を受けている中にあっても、経営を持続可
能なものとするとともに新たな発展につなげよ
うとする意欲的な町内の小規模事業者を支援す
る。

新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと
月の売上が前年同月比で30％以上～50％未満減
少している小規模事業者、個人事業主等に事業
者当たり最大10万円を支援する経費

R2.7.10 R3.1.20 900,000 900,000 900,000 0 補助申請 ９件 支援金を支給した事業者の経営の安定化が図ら
れた。

19 まちなかイベント開催
事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
各種イベントの中止が続いている中心市街地に
おいて、感染予防を踏まえた新たな形式によ
り、地域振興を目的として開催するイベントを
支援する。

イベント開催に係る経費
１イベント50万円（上限）

R2.7.30 R2.9.18 500,000 500,000 500,000 0
実施日　令和2年8月8日
来場者　600人
その他　テイクアウト弁当　260食完売

検温や手指消毒、テイクアウト販売など、コロ
ナ対策を施した新しい形式でのイベントを開催
した。当該イベントはその後に開催かれたイベ
ントの基準となった。

20
新型コロナウイルス対
策公共交通事業者交付
金事業

経営に大きな影響を生じている町内交通事業者
がコロナ対策を講じながら事業を継続していく
ことに対して支援する。

町内交通事業者を支援するための経費 R2.7.10 R3.3.31 900,000 900,000 900,000 0 町内公共交通事業者3社
コロナ禍で経営に大きな影響を生じている町内
交通事業者がコロナ対策を講じながら事業を継
続していくことにつながった。

21 家庭学習のための通信
機器整備支援事業

新型コロナウイルス感染症発生による学校の臨
時休業等の緊急時においても、オンライン授業
により家庭で学習を継続できる環境を整備す
る。

Wi-Fi環境が整っていない家庭に対する貸与等を
目的とした通信機器等の整備に係る経費

R2.8.31 R2.9.28 387,000 387,000 387,000 0 ルーター90台
オンライン授業での活用によりコロナ禍におけ
る児童生徒の学びの保障が図られた。

22
公立学校情報機器整備
費補助金

新型コロナウイルス感染症発生による学校の臨
時休業等の緊急時においても、オンライン授業
により家庭でも学習を継続できる環境を整備す
る。

オンライン授業時の学校と生徒のやりとりを円
滑に行うためのWebカメラ購入に係る経費

R2.9.25 R2.11.30 204,600 203,300 101,000 102,300 1,300 Webカメラ62台
オンライン授業での活用によりコロナ禍におけ
る児童生徒の学びの保障が図られた。

23 学校ICT推進事業
GIGAスクール構想の更なる加速・強化を図り、
新たな教育の実現を目指す。

指導者用デジタル教科書導入に係る経費 R3.2.8 R3.3.31 9,048,820 9,048,820 9,048,820 0
教師用デジタル教科書の導入
小学校６校
中学校２校

・デジタル教科書を大型モニターに映し出すこ
とで児童、生徒の学習意欲の向上が図られた。
・オンライン授業の活用によりコロナ禍におけ
る児童生徒の学びの保障が図られた。



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
（円）

国庫補助額 交付金充当額 起債額 その他
一般財源 成果 効果事業目的 概要№ 事業名

事業開始
年月日

事業完了
年月日

総事業費
補助対象事業費

24 学校保健特別対策事業
費補助金

新型コロナウイルス感染症拡大のリスクを最小
限にするため、学校における感染症対策を強化
する。

小学校６校及び中学校２校における感染症対策
及び学習保障支援に係る経費

R2.7.10 R3.3.31 8,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 0

※No.24、25一括記載
・フェイスシールド
　小学校：2,200個　中学校：1,400個
・飛沫防止ガード
　小学校：57個　中学校：23個
・調理師用冷却ベスト
　小学校：17着　中学校：14着
・アルコール消毒液
　小学校：1L×30本、10L×30本
　中学校：1L×18本、10L×34本
・ハンドソープ
　小学校：5kg×34本　中学校：5kg×32本
・大型扇風機
　小学校：92台　中学校：38台
・大型液晶テレビ
　小学校：44台　中学校：18台
・パルスオキシメーター
　小学校：6個　中学校：2個
・衝立
　中学校：1台
・非接触型温度計・消毒器
　小学校：30台　中学校：13台

・小中学校における感染症対策が図られた。
・大型液晶テレビを導入し、新型コロナウイル
ス流行時には、リモート授業を実施した。

25
学校保健特別対策事業
費補助金（上乗せ単独
分）

新型コロナウイルス感染拡大のリスクを最小限
にするため、学校における感染症対策を強化す
る。

小学校６校及び中学校２校における感染症対策
及び学習保障支援に係る経費

R2.7.10 R3.3.31 5,270,964 5,270,964 5,270,964 0 ※No.24、25一括記載（No.24の欄に記載） ※No.24、25一括記載（No.24の欄に記載）

26 学校給食費補助事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
臨時休校及び夏季休業短縮における保護者の経
済的負担を軽減する。

小中学校の給食費に係る経費 R2.8.31 R2.10.9 7,136,010 7,136,010 7,136,010 0
４・５・８月の給食費を無償化
小学校　６校
中学校　２校

児童又は生徒の学校給食費を一定期間無償化す
ることで保護者の経済的負担を軽減できた。

27 文化芸術振興費補助金
貸館イベント等を実施している町民会館におけ
る新型コロナウイルス感染症防止対策を実施す
る。

感染防止対策にかかる経費 R2.4.24 R2.10.30 813,318 813,318 406,000 407,318 0

消毒液　12リットル×4箱
フェイスシールド　10個
マウスシールド　10個
空調機器修繕

文化施設の感染症対策が図られた。

28 里山温泉観光施設温泉
使用料支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大により事業経営
に影響をもたらしている現状を踏まえ、町所有
の温泉を活用している事業所の経済活動を支援
する。

温泉使用料の減免に係る費用 R2.4.1 R3.3.31 13,122,000 13,122,000 13,122,000 0 減免事業所２社
温泉施設の経営の負担軽減と事業継続が図られ
た。

29 密集軽減のための輸送
能力増強事業

生徒の登下校時や学校行事等団体移動の際に利
用するバスにおいて、新型コロナウイルス感染
症拡大防止を図るため、密集密閉空間を避ける
換気能力の有するマイクロバスを増便すること
で、密集密閉の軽減と輸送能力の増強を図る。

マイクロバス購入に係る経費 R2.11.16 R3.2.25 8,975,460 8,975,460 8,975,460 0 マイクロバス（換気扇付）１台
生徒の登下校時や学校行事等団体移動の際の感
染症対策が図られた。

30
手指用アルコール消毒
液配布事業

町民の新型コロナウイルス感染症予防対策に係
る負担軽減及び予防の徹底を図るため、町内全
世帯に対し手指用アルコール消毒液を配布す
る。

アルコール消毒液の購入及び町内全世帯への配
布に係る経費

R2.9.16 R3.1.8 16,668,435 16,668,435 16,668,435 0

各地区公民館等(11カ所)および役場において、
アルコール消毒液等を配布
配布品：１世帯あたり、手指用アルコール500ml
×1本、100ml×2本、町長メッセージ、エコバッ
ク（8,000世帯分）

町民の新型コロナウイルス感染症対策に係る負
担軽減及び予防の徹底が図られた。

31 高齢者くらし応援商品
券支給事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い外出自粛
等による経済的及び精神的負担が増加している
高齢者に対して、外出支援・生活支援として、
商品券を交付し、経済的負担を軽減する。

75歳以上高齢者への商品券支給に係る経費 R2.10.1 R3.2.19 44,179,531 44,179,531 44,179,531 0 支給者数4,245人
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため外
出を控え、我慢を強いられている高齢者への外
出支援と経済的負担の軽減が図られた。

32 インフルエンザ予防接
種助成事業

新型コロナウイルス感染症と症状が類似してい
るといわれるインフルエンザを予防すること
で、医療機関の利用を抑制し、医療機関の負担
を軽減する。

町民へのインフルエンザ予防接種費用助成に係
る経費

R2.9.16 R3.3.19 8,872,695 8,872,695 8,872,695 0
インフルエンザ予防接種助成者数
　中・高校生　634人
　19～64歳　3,469人

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエ
ンザの同時流行を抑制し、コロナ禍における医
療機関の負担軽減が図られた。

33
インフルエンザ予防接
種助成事業（高齢者対
策）

新型コロナウイルス感染症と症状が類似してい
るといわれるインフルエンザを予防するため、
高齢者に対して、インフルエンザの予防接種を
優先的に実施することで、医療機関の利用を抑
制し、医療機関の負担を軽減する。

町内高齢者へ優先的にインフルエンザ予防接種
を勧奨するための経費

R2.9.7 R2.12.10 957,282 957,282 957,282 0
高齢者に対し、インフルエンザ予防接種の個別
案内を作成　9,000通

個人通知により接種率がアップした。新型コロ
ナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同
時流行を抑制し、コロナ禍における医療機関の
負担軽減が図られた。

34 非デジタル対応情報提
供事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
各種検診の日時変更や予約対応を電話や郵送で
行うことや、窓口に直接持込してもらっていた
届出を郵送受付に変更することで、できる限り
人との接触を抑え、感染症拡大防止を図る。

非デジタルでの対応に係る経費 R2.4.1 R3.3.31 912,823 912,823 912,823 0

電話回線の増設(従来の2回線を4回線に増設)
がん検診方法変更の周知：全戸配布・窓口
9,000枚、対象者への個別案内 9,863通
予約案内はがき(検診日・受付時間指定)通知
4,437通
児童手当現況届返信用　1,400通

窓口や検診会場での感染症拡大防止が図られ
た。



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
（円）

国庫補助額 交付金充当額 起債額 その他
一般財源 成果 効果事業目的 概要№ 事業名

事業開始
年月日

事業完了
年月日

総事業費
補助対象事業費

35 免疫レシピ作成事業
新型コロナウイルス感染症の予防として、免疫
力向上を図るためのレシピを作成し全戸配布す
る。

レシピ作成に係る経費 R2.9.16 R3.2.10 166,343 166,343 166,343 0 免疫レシピの全戸配布 8,781枚/回
（年２回　11月、１月）

免疫力を高める食材を使用した料理を食べるこ
とで感染症による健康被害を最小限に抑えられ
るよう意識の向上が図られた。

36 新生児世帯支援商品券
支給事業

新型コロナウイルス感染症拡大により精神的な
不安を受ける中、身体的、経済的に負担の大き
い子育て期を過ごす新生児の保護者に、ジャン
ボ～ル商品券を交付し、経済的負担を軽減す
る。

新生児ひとりあたり10万円の商品券配布に係る
経費

R2.9.16 R3.3.31 8,651,500 8,651,500 8,651,500 0 交付者数86人
負担の大きい子育て期を過ごす新生児のいる世
帯の経済的負担軽減が図られた。

37
入善町園芸作物軒先販
売事業継続支援金交付
事業

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、園芸作物生産農家の重要な収入源の一つで
ある軒先販売において感染症対策に要する費用
が生じており、今後も継続して感染症対策を講
じなければならないことを鑑みて、支援金を交
付する。

園芸作物を軒先販売する農家を支援するための
経費

R2.9.16 R3.1.20 726,848 726,848 726,848 0 支援農家数24件
軒先販売を行う町内農家において新型コロナ感
染対策が促され、感染拡大の防止及び農家の収
入確保が図られた。

38 新幹線ライナー休業要
請協力金

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、町
の休業の要請に応じて、新幹線駅と町を結ぶ２
次交通の運行を休止したことに対して協力金を
支給する。

休業要請により運行を休止したことに対する協
力金

R2.9.16 R2.10.9 600,000 600,000 600,000 0 運休業者１社 休業期間中の事業者負担を軽減した。

39 デマンド交通運行事業
継続支援金

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊
急事態宣言に伴う外出自粛により、利用者が減
少しながらも町の公共交通を維持確保し、事業
継続しているデマンド交通に対して支援金を交
付する。

デマンド交通を支援するための経費 R2.9.16 R2.10.30 100,000 100,000 100,000 0 運行業者１社 緊急事態制限中の事業者負担を軽減した。

40 感染防止宣言ステッ
カー発行事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、店
舗（事業所）等での感染防止対策の徹底が重要
であることから、対策を十分に講じている事業
者の申請に基づいて「感染防止宣言ステッ
カー」を発行し、その掲示によって、町民が安
心して利用できる店舗（事業所）であることの
周知、及び事業者の感染防止対策意識の高揚に
繋げる。

ステッカー発行に係る経費 R2.9.16 R3.3.31 52,800 52,800 52,800 0 感染防止宣言ステッカー交付店舗数
35件

店舗の感染対策の意識を高めるとともに、人々
が安心して店舗を利用できるようにした。

41 町内事業所感染予防対
策支援事業交付金事業

町内事業所において従業員等への新型コロナウ
イルス感染症対策に係る負担が生じていること
から、町内に事業所を置く事業者を支援する。

町内事業所を支援するための経費
支援金
（50人以上）５万円
（49人以下）２万円

R2.9.16 R3.2.10 9,460,858 9,460,858 9,460,858 0
交付金
50人以上企業 　7件
49人以下企業 449件

事業所内の感染症拡大防止が図られた。

42
にゅうぜん!!元気キッ
ズまるごと健康応援プ
ロジェクト事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止及びインフ
ルエンザ予防のため、身体の免疫機能を高める
とされる乳酸菌を含む飲料の定期飲用を通じ
て、児童生徒等の健康を保持する。

乳酸菌飲料購入に係る経費 R2.9.23 R3.2.26 24,711,480 24,711,480 24,711,480 0 乳酸菌飲料228,810本を児童生徒等へ配布
児童生徒等の免疫機能を高め、健康維持が図ら
れた。

43
学校の臨時休業に伴う
学習等への支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨
時休業に伴い夏季休業期間の短縮に係るスタ
ディ・メイトや臨時調理師の報酬等増高分を支
給する。

コロナの影響により勤務日数が増えたことによ
る経費

R2.7.27 R2.12.10 1,852,867 1,639,267 1,639,267 213,600

小学校スタディ・メイト：200日→211日
小学校調理師（上青・黒東・桃李・ひばり
野）：213日→225日
上記以外小学校調理師：207日→219日
中学校調理師：207日→219日

・夏季休業の短縮により増加した課業日におい
て、スタディ・メイトによる児童支援の維持が
図られた。
・増加した課業日において給食を実施の維持が
図られた。

44
新型コロナウイルス感
染症対策事業（学校）

児童生徒に正しい手洗い指導を実施し、正しい
習慣を身に付けてもらい、新型コロナウイルス
感染症拡大を図る。

手洗いチェッカー購入に係る経費 R2.10.12 R2.10.21 934,560 934,560 934,560 0
手洗いチェッカー
小学校：42台　中学校：18台

児童生徒への効果的な手洗い方法の教授に役
立った。

45 修学旅行キャンセル料
助成事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予
定していた修学旅行を中止としたことによる
キャンセル料について助成する。

修学旅行中止に係る経費 R2.9.25 R2.10.30 1,101,950 1,101,950 1,101,950 0
修学旅行中止に係るキャンセル料
入善中学校：98人
入善西中学校：92人

修学旅行を中止したことにより、感染拡大防止
が図られた。

46
新型コロナウイルス感
染症対策事業（成人
式）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、徹
底した防止対策を講じて成人式を実施する。

インターネットライブ配信及び参加者感染症拡
大防止にかかる経費

R2.11.20 R3.2.26 242,000 242,000 242,000 0

成人式　令和3年3月21日
（1月10日を感染拡大で延期）
成人対象者数　234人
成人参加者数　189人（80.7％）
インターネット（youtube）ライブ配信の実施

化粧崩れしないように成人者（女性）を中心に
マウスシールドを配布し、個々に記念撮影をす
る際に顔が見えるように配慮できた。
家族の入場を規制したたが、ライブ配信するこ
とで、ご家族への配慮ができた。

47
新型コロナウイルス感
染症対策事業（成人式
延期）

１月１０日開催予定としていた成人式を新型コ
ロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、延期
し、開催する。

延期開催に伴う経費 R3.1.27 R3.3.21 301,060 301,060 301,060 0 ※No.46に一括記載 ※No.46に一括記載
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48 子ども・子育て支援交
付金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による学
校の臨時休校中における放課後児童クラブの運
営時間の延長や衛生環境配慮等に伴う負担を支
援する。

運営時間の増加による学童保育指導員の報酬の
割増分の支給や運営にかかる経費

R2.4.1 R2.10.20 4,278,780 3,693,000 1,231,000 1,231,000 1,231,000 585,780

学童保育指導員報酬(割り増し分)と学童保育指
導員報酬(午前中開所分)2,949H
備品購入
・ノートパソコン5台
・プリンター4台

消毒作業等通常より業務が増加したことへの手
当を行った。
パソコンを配備し、支援員の出勤状況等管理す
ることにより、学童保育における感染症対策が
図られた。

49 学校臨時休業対策費補
助金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による臨
時休校等に伴う給食中止による牛乳供給未実施
に係る経費に対して支援を行う。

臨時休校により給食中止に伴う牛乳供給未実施
に係る経費に対して支援

R2.8.20 R2.9.10 434,711 434,711 326,000 108,711 0
公益財団法人富山県学校給食会
小学校分　15,662本
中学校分　 7,552本

臨時休業に伴う学校給食の中止に係る食材の
違約金等に要する経費に対し、補助金を交付
し、支援した。

50
障害者総合支援事業費
補助金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による臨
時休校中における放課後等デイサービスの運営
時間の延長等に伴う利用者負担を支援する。

施設利用者の負担にかかる経費 R2.4.1 R2.10.30 7,941 7,941 5,000 2,941 0 放課後等デイサービス事業所：２施設
感染拡大に伴う支援学校等の臨時休業に伴う障
害児の障害福祉サービス利用において、保護者
の負担が軽減された。

51 避難所運営資機材等整
備事業

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難
所運営を実施する。

避難所運営のための資機材購入に係る経費 R2.12.16 R3.3.31 18,535,036 18,535,036 18,535,036 0

段ボール間仕切り・ベッド、多目的テント、毛
布、簡易トイレ、寝袋、アルコール消毒液、非
接触型体温計、防護服セット、フェイスシール
ド、ビニール手袋、ハンドソープ　等

避難所運営について、新型コロナウイルス感染
症対策が図られた。

52 図書館パワーアップ事
業

コロナ禍においても、インターネットでの図書
の貸出や図書の消毒の機械化により、新しい生
活様式に対応する。

電子図書の貸出及び消毒機導入に係る経費 R2.12.24 R3.3.31 6,291,947 6,291,947 6,291,947 0
電子図書館貸出数
R２　841冊　R３　2,874冊
書籍消毒器　１台

新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛
者へ図書館サービスの提供が可能となった外、
書籍消毒器による返却本消毒を実施することに
より、図書を媒体とした感染リスクを軽減し
た。

53
無線システム普及支援
事業費等補助金

アフターコロナ時代を見据え、５G基地局や教育
ICT環境整備の基盤となる光ファイバー網の整備
を進める。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合に
よるエリア全域の光回線整備にかかる町負担に
係る経費

R2.9.16 R4.3.10 353,264,000 353,213,200 117,754,000 164,659,200 70,800,000 50,800
■ＦＴＴＨ化整備
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合管
内全域（黒部市、入善町、朝日町）

組合管内全域の光ファイバ網整備により、高速
大容量通信環境と先端デジタル技術を活用し
た、住民サービスの向上が図られた。
※Ｒ４．４．１サービス開始

54
無線システム普及支援
事業費等補助金（単独
分）

アフターコロナ時代を見据え、５G基地局や教育
ICT環境整備の基盤となる光ファイバー網の整備
を進める。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合に
よるエリア全域の光回線整備にかかる町負担に
係る経費

R2.9.16 R4.3.10 327,108,000 327,108,000 143,586,000 183,522,000 0
■ＦＴＴＨ化整備
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合管
内全域（黒部市、入善町、朝日町）

組合管内全域の光ファイバ網整備により、高速
大容量通信環境と先端デジタル技術を活用し
た、住民サービスの向上が図られた。
※Ｒ４．４．１サービス開始

55 情報化設備整備費
（Web会議システム）

新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るた
め、Web会議システムの整備を行う。

Web会議を可能とする環境整備に係る経費 R3.4.5 R3.4.30 1,267,200 1,267,200 1,267,200 0 WEB会議用パソコン貸出件数（R3)：575件 対面での会議の減少により感染防止対策が図ら
れた。

1,100,240,957 1,099,128,200 170,492,000 672,052,000 70,800,000 185,784,200 1,112,757合計


