
令和３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 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症
拡大を防止する。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る経費 R3.4.1 R4.3.31 2,812,324 2,807,565 2,807,565 4,759

新型コロナウイルス感染症拡大の防止
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、ペーパータオル、ウエッ
トティッシュ、ハンドソープ　等の購入
自宅療養等のため外出ができなくなった方を対
象に、食料品・生活必需品を支援（13世帯52人
分）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策が図られ
た。

2 保育対策事業費補助金
保育所における新型コロナウイルス感染症拡大
防止を図る。

町内保育所において感染拡大を防止に係る経費 R3.4.1 R4.3.31 3,300,000 3,300,000 1,650,000 1,650,000 0

（備品購入）空気清浄機19台
（消耗品）ハンドソープ74本、殺菌消毒剤104
本、ペーパータオル33箱、ハンドジェル10本、
除菌スプレー詰め替え液2本、手指用消毒液5
本、使い捨てマスク38箱、使い捨て手袋10箱、
手洗い用石けん10本
（人件費）清掃パートの雇用6人×264h、1人×
263h

保育所の感染症対策の強化及び感染症対策に対
する保育士の負担軽減につながった。

4 子ども・子育て支援交
付金

学童保育における新型コロナウイルス感染症拡
大防止を図る。

町内学童保育において感染拡大防止に係る経費 R3.6.15 R4.3.31 2,833,590 2,833,590 944,000 945,590 944,000 0

（備品購入）ハンドスプレーセット　10台
（消耗品）ハンドソープ詰替660個、殺菌消毒剤
24箱、殺菌消毒剤用ワイプ288個、ペーパータオ
ル114箱、アルコールタオル20個、詰替用80個、
手指用消毒液88本、使い捨てマスク920箱、使い
捨て手袋200箱、感染防護セット15個

学童保育の感染症対策の強化及び感染症対策に
対する支援員の負担軽減につながった。

5 ひとり親生活応援券支
給事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける
経済的負担の大きいひとり親家庭等に対して経
済的支援をする。

町内の入浴施設の利用券を配布する経費 R3.4.1 R4.2.28 1,436,864 1,436,864 1,436,864 0 利用券配布者数432人
ひとり親家庭のふれあいの時間創出と負担軽減
につながった。

6
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
限にするため小学校における感染症対策を強化
する。

小学校における感染症対策及び学習保障支援に
係る経費

R3.4.28 R3.9.17 4,476,380 4,476,380 2,238,000 2,238,380 0

（報償費）入善町学校保健委員会講演会講師謝
礼
（消耗品費）感染症対策参考図書
（備品購入費）アルコールディスペンサー テッ
テ76台、後付け電子黒板36台

・小学校における感染症対策のノウハウ向上に
繋がった。
・児童および教職員の手指消毒の習慣化に繋
がった。
・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。

7 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
限にするため中学校における感染症対策を強化
する。

中学校における感染症対策及び学習保障支援に
係る経費

R3.4.28 R3.9.17 1,496,160 1,496,160 748,000 748,160 0

（報償費）入善町学校保健委員会講演会講師謝
礼
（消耗品費）感染症対策参考図書
（備品購入費）アルコールディスペンサー テッ
テ26台、後付け電子黒板12台

・中学校における感染症対策のノウハウ向上に
繋がった。
・生徒および教職員の手指消毒の習慣化に繋
がった。
・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。

8 文化芸術振興費補助金
文化施設における新型コロナウイルス感染症拡
大防止を図る。

町民会館におけるキャッシュレス決済導入、
ホール棟空調改修、ホール内ネット環境の整備
に係る経費

R3.6.22 R4.1.20 22,714,945 21,264,945 10,632,000 10,632,945 1,450,000
キャッシュレス決済導入
冷温水発生機更新
Wi-Fi環境整備

文化施設の感染症対策が図られた。

9
トイレ手洗い場自動水
栓化
（小学校）

接触による感染経路を絶ち、小学校における新
型コロナウイルス感染症拡大防止対策を図る。

トイレの手洗い場の水栓を自動水栓等取替に係
る経費

R3.5.18 R3.6.30 8,800,000 8,800,000 8,800,000 0 6小学校のトイレ手洗い用蛇口を自動水栓化
蛇口に触れずに手洗いができるようになり、小
学校における感染症対策の強化と対策意識の向
上につながった。

10
トイレ手洗い場自動水
栓化
（中学校）

接触による感染経路を絶ち、中学校における新
型コロナウイルス感染症拡大防止対策を図る。

トイレの手洗い場の水栓を自動水栓等取替に係
る経費

R3.5.18 R3.6.23 4,510,000 4,510,000 4,510,000 0 2中学校のトイレ手洗い用蛇口を自動水栓化
蛇口に触れずに手洗いができるようになり、中
学校における感染症対策の強化と対策意識の向
上につながった。

11
ワクチン接種に伴う健
診事業の追加費用

新型コロナウイルスワクチン接種事業の影響を
受けた既存事業について、円滑な運営を図るた
め対策を行う。

健診等の日程変更にかかる広報費用等 R3.5.2 R3.7.9 272,179 272,179 272,179 0
健康カレンダー(母子保健・成人保健　健診等日
程表)の全戸配布・窓口 9,200枚
がん検診個別案内通知 9,755通

広報や個別案内通知により、感染症対策がとれ
た健診等事業の円滑な運営が図られた。

12
トイレ手洗い場自動水
栓化
（保育所）

接触による感染経路を絶ち、保育所における新
型コロナウイルス感染症拡大防止対策を図る。

トイレの手洗い場の水栓を自動水栓等取替に係
る経費

R3.7.16 R3.9.6 2,365,000 2,365,000 2,365,000 0 ７保育所のトイレ手洗い用蛇口を自動水栓化
蛇口に触れずに手洗いができるようになり、保
育所における感染症対策の強化と対策意識の向
上につながった。

13 高齢者ワクチン接種地
域交通等利用助成事業

高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種の推
進を図る。

接種会場までの移動支援として地域交通の利用
料金とガソリン代の一部を助成する経費
65歳以上の高齢者：1,000円（＠100円×10枚）

R3.6.24 R4.2.10 6,556,787 6,556,787 6,556,787 0 助成者数7,553人
新型コロナウイルスワクチン接種の促進につな
がった。

14 元気わくわくプレミア
ム商品券発行事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、外出
自粛等による消費活動の落ち込みを回復させる
ため、購入額にプレミアム分を上乗せした町独
自の商品券を発行し、地域経済活性化のきっか
けを創出する。

７千円分の商品券を５千円で販売するための経
費

R3.6.28 R4.3.17 32,147,930 32,147,930 32,147,930 0 使用額　97,993千円（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。

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３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

16 まちなかイベント開催
事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、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への補助 R3.10.8 R4.3.10 900,000 900,000 900,000 0

・ハロウィンパーリィ
　実施日　令和3年10月30日
　来場者　740人
・商店街すごろくゲーム
　実施日　令和3年10月30日
　来場者　36チーム、141人
・にゅうぜんクリスマスランド
　実施日　令和3年12月12日
　来場者　1,600人

集客イベントの中止が相次ぐ中、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
た形でイベントを開催し、多くの来場があっ
た。

17
新型コロナウイルス感
染症対策事業

新型コロナワクチン接種の円滑化を図る。
集団接種会場における熱中症対策としての飲料
経費

R3.7.27 R3.8.31 583,200 583,200 583,200 0 飲料水ペットボトル500ml　12,000本
新型コロナワクチン集団接種会場における熱中
症対策が図られ、円滑なワクチン接種につな
がった。

18
中高生ワクチン接種地
域交通等利用助成事業

中高校生世代の新型コロナウイルスワクチン接
種の推進を図る。

接種会場までの移動支援として地域交通の利用
料金とガソリン代の一部を助成する経費

R3.8.4 R4.3.31 852,071 852,071 852,071 0 助成者数1,016人
新型コロナウイルスワクチン接種の促進につな
がった。

19
インフルエンザ予防接
種助成事業

生徒児童等にインフルエンザ予防接種を勧奨
し、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、感染による医療機関受診を抑制し、新型
コロナウイルス感染症拡大時における医療機関
の負担を軽減する。

インフルエンザ予防接種助成に係る経費（当初
分）

R3.10.14 R4.3.10 3,064,000 3,064,000 1,062,000 2,002,000 0
インフルエンザ予防接種者数
　中・高校生：531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。

20
インフルエンザ予防接
種助成事業

生徒児童等にインフルエンザ予防接種を勧奨
し、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、感染による医療機関受診を抑制し、新型
コロナウイルス感染症拡大時における医療機関
の負担を軽減する。

インフルエンザ予防接種助成に係る経費（追加
分）

R3.10.14 R4.3.10 1,550,672 1,550,672 533,672 1,017,000 0 ※No.19にて一括記載 ※No.19にて一括記載

21
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（当初分） R3.10.14 R3.12.20 6,480,000 6,480,000 6,480,000 0 乳酸菌飲料600,000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。

22
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（追加分） R3.10.14 R4.2.28 12,146,760 12,146,760 12,146,760 0 乳酸菌飲料114,690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。

23
入善町新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止支
援金交付事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため県
の時短要請に協力した飲食店及び時短営業等に
より経営に影響を受けた事業者に対し、県の給
付金等に町が独自に上乗せ支援する。

県の協力金への上乗せ支援金５万円 R3.10.1 R4.2.10 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0
支援事業者50件
（飲食店47件）
（関連事業者3件）

支援金を支給した事業者の経営の安定化が図ら
れた。

24 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の影響が長期化する
中、身体的及び経済的にも負担の大きい新生児
の保護者に対し、町内で使用できる商品券を交
付する。

商品券交付に要する経費 R3.4.1 R4.3.31 5,250,940 5,250,940 5,250,940 0 新生児　104人 新生児のいる世帯の経済的負担の軽減につな
がった。

25
26

農産物品質向上臨時交
付金事業

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、外食産業を中心とした農産物の需要の減少
により、農業者に大きな影響を与えている。次
年度に向けて高品質な農産物の生産活動に取組
めるように、臨時的に土づくり費用相当を支援
する。

土づくりに係る経費の一部を支援
耕作面積10aあたり2,000円を交付

R3.11.1 R4.3.31 73,168,760 73,168,760 73,168,760 0 対象面積　365,280a
交付件数　528経営体

次年度に向けた土づくり費用の支援により、高
品質な農産物の生産活動の継続が可能となり、
農業経営の安定化が図られた

27
新型コロナウイルス感
染症拡大防止支援金交
付事業（第２次）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため県
の時短要請に協力した飲食店及び時短営業等に
より経営に影響を受けた事業者に対し、県の給
付金等に町が独自に上乗せ支援する。

県の協力金（第３次又は４次）への上乗せ支援
金（県の３次４次協力金の10％）

R3.11.1 R4.2.10 4,937,200 4,937,200 4,937,200 0 支援飲食店 47件
支援金を支給した事業者の経営の安定化が図ら
れた。

28 にゅうぜん店舗応援券

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、外出
自粛等による消費活動の落ち込みを回復させる
ため、購入額にプレミアム分を上乗せした町独
自の商品券を発行し、地域経済活性化のきっか
けを創出する。

500円券14枚７千円分の商品券を５千円で販売す
るための経費

R3.11.1 R4.3.29 34,835,209 34,835,209 34,835,209 0 使用額　106,599.5千円（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。

29 子育て世帯臨時特別給
付金給付事業

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、経済的にも負担の大きい子育て世帯に対
し、臨時特別給付金を支給するが、所得制限に
より対象外となる世帯に対して町独自で支給。

所得制限により対象外となるものへの臨時特別
給付金支給に係る経費

R3.4.1 R4.3.31 7,508,130 7,508,130 7,508,130 0 対象者：特例給付受給世帯
　　　（国の制度の対象とならない世帯）75人

国の子育て世帯臨時特別給付金の対象とならな
い子育て世帯の経済的負担の軽減につながっ
た。
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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

30
新成人お食事クーポン
券発行事業

町内の新型コロナウイルス対策を講じる飲食店
等で使用できる専用チケットを発行し、新成人
のお祝いと町の飲食店等への経済対策として、
お食事クーポンを配布する。

クーポン発行に係る経費 R3.12.2 R4.3.10 807,658 807,658 807,658 0
使用額　586千円
使用先　町内飲食店等34店舗

町内で新型コロナウイルス感染予防に取り組ん
でいる飲食店等のみで利用できるお食事クーポ
ン券を交付し、新型コロナウイルスで疲弊した
町内飲食店等への経済対策につなげた。

31 里山温泉観光施設温泉
使用料支援

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 R3.4.1 R4.3.31 14,472,000 14,472,000 14,472,000 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。

262,778,759 261,324,000 16,212,000 241,149,000 0 3,963,000 1,454,759合　計


