
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事業一覧（令和２年度）

No 事業名 事業概要 総事業費（円） 交付金充当額（円） 事業実績 担当課

1
愛知県・蟹江町新型コロナウイルス
感染症対策協力金交付事業

愛知県の休業協力要請対象施設の中小企業・個人事業主に対する協
力金の支給

100,000,000 50,000,000
県の要請に応じて休業や営業時間の短縮を実施した中小企
業・個人事業主（200事業者）に対し協力金を支給し、事
業継続を支援した。

ふるさと振興課

2
蟹江町新型コロナウイルス感染症対
策協力金交付事業

愛知県・蟹江町協力金交付事業の開始時期に間に合わなかった事業
者等及び理美容事業者へ、蟹江町独自の制度を設け、休業等に協力
した事業者と飲食店のうち営業時間が県の要請に合わなかった事業
所へ協力金を支給

15,200,000 15,200,000
愛知県の休業協力要請に間に合わなかった事業者等（48事
業者）及び理美容事業者（32事業者）に対し協力金を支給
し、休業に伴う事業者の支援に繋がった。

ふるさと振興課

3
子育て世帯への臨時特別給付金給付
事業

小中学校の臨時休校措置や在宅勤務等により幼稚園・保育所等への
登園自粛に応じている子育て世帯を支援するため、子育て世帯への
臨時特別給付金に1万円を上乗せして支給

46,320,000 46,320,000

子育て世帯への臨時特別給付金に１万円を上乗せして支給
（4,632名）することで、事務の効率化を図り、子育てに
不安を持つ世帯に対して、できるだけ早い時期に支給する
ことができた。

子ども課

4
蟹江町ひとり親世帯応援臨時特別給
付金給付事業

勤務先の休業や小中学校の臨時休校措置に伴い、経済面で大きく影
響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、ひとり親世帯
を対象として、臨時特別給付金を支給

3,640,000 3,640,000
ひとり親世帯（182世帯）を対象として、臨時特別給付金
を支給し、経済面で大きく影響を受けているひとり親世帯
の生活を支援することができた。

子ども課

5 学校臨時休業対策費補助金
学校臨時休業による給食中止に伴う、学校給食関係事業者に対する
補償金の支払い

1,787,703 447,000
学校給食関係事業者に対し食材購入取りやめに対する補償
金を支払い、学校の臨時休業による給食中止に伴う影響を
受ける関係事業者を支援することができた。

給食センター

6 花き支援交付金
花きの需要減少及び市場価格の下落に伴い、コロナの影響を受けた
花き農業者へ今後の花き生産への支援

700,000 700,000
花き農業者（７名）へ交付金を交付することで、生産に必
要な種苗や資材の購入費用に充てることができ、今後の花
き生産を支援することができた。

土木農政課

7
新型コロナウイルス感染症対策げん
き商店街推進事業補助金（プレミア
ム商品券発行事業）

地域経済再生のきっかけを創出するため、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

61,077,906 47,070,000
プレミアム分（総額49,500千円）を上乗せした町独自の商
品券を発行（33,000冊）することで、コロナの影響を受け
冷え込んだ地域経済再生のきっかけとなった。

ふるさと振興課

8 庁舎トイレ改修工事
ウイルス拡散を防ぎ、感染リスクの軽減を図るため、トイレ設備を
改修

30,805,280 30,804,800
トイレ設備（２ヵ所）の改修を行うことで、ウイルス拡散
を防ぎ、来庁者及び職員への感染リスク軽減を図ることが
できた。

総務課



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事業一覧（令和２年度）
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9
庁舎内における新型コロナウイルス
感染症対策物品購入

・来庁者及び職員への感染拡大を防止するため、常設できる飛沫感
染防止パネルを役場庁舎カウンター等に設置
・来庁者の検温を行い、発熱症状がある者を事前に検知し対応する
ため、サーマルカメラを設置

2,238,500 2,238,000

飛沫感染防止パネル（170枚）を役場庁舎カウンター等に
常設することで、来庁者及び職員への感染拡大を防止する
ことができた。
また、サーマルカメラ（２台）を設置することで、来庁者
の検温を行い、発熱症状がある者を事前に検知し対応する
ことができた。

総務課

10 防災対策整備事業
避難所における感染症対策として、段ボール製のベッド及びパー
テーションを備蓄

2,807,200 2,807,200
段ボール製のベッド及びパーテーション（各200個）を備
蓄し、避難所における感染症対策を図ることができた。

安心安全課

11
3密を避けるための窓口の環境整備
事業

住民及び職員で混雑する庁舎公共空間において、３密を避け、感染
機会を減らすため、庁舎窓口のパーティション、待合席、記載台等
を整備

8,580,000 7,580,000

庁舎窓口のパーティション（一式）、待合席（10脚）、記
載台（６台）等を整備することで、来庁者及び職員で混雑
する庁舎公共空間において、３密を避け、感染拡大を防止
することができた。

住民課

12
新生児への子育て臨時給付金給付事
業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら、不安な状況におい
て妊娠期間を過ごし、出生した新生児を抱える世帯の生活を支援す
るため、新生児への臨時特別給付金を支給

9,200,000 9,200,000

臨時特別給付金を支給（184名）することで、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けながら、不安な状況において
妊娠期間を過ごし、出生した新生児を抱える世帯の生活を
支援することができた。

子ども課

13 民間児童福祉施設等職員応援事業
緊急事態宣言下において、事業継続に協力した民間児童福祉施設に
対して、職員のモチベーション維持・活動促進を図るため、応援金
を支給

500,000 500,000
緊急事態宣言下において、事業継続に協力した民間児童福
祉施設に対して、応援金を支給（５施設）することで、職
員のモチベーション維持・活動促進を図ることができた。

子ども課

14 児童福祉施設空調設備改修事業
窓を開け換気しながら適切な室内温度管理を行い、感染及び感染拡
大への予防を徹底するため、児童館及び保育所の故障及び老朽化し
ている空調設備を改修

4,488,000 4,488,000
空調設備（合計６基）を改修することで、窓を開け換気し
ながら適切な室内温度管理を行うことができるようにな
り、感染及び感染拡大への予防を徹底することができた。

子ども課

15 児童福祉施設手洗器改修事業
児童館及び保育所施設において、手洗い、うがいが十分に行える環
境を整備し感染予防を図るため、手洗器が未設置又は１人用である
施設に３人同時に手洗いが行える手洗器を設置

2,178,000 2,178,000

３人同時に手洗いが行える手洗器に改修（合計４基）する
ことで、児童館及び保育所施設における、手洗い、うがい
を十分に行える環境を整備し、感染予防を図ることができ
た。

子ども課

16 保健センター改修工事及び監理業務
保健センターは救護施設であり、ワクチン接種会場として重要拠点
となる。平成４年度の開設以降、未更新箇所の空調換気設備や、慢
性的な雨漏り等の不具合を改善し、医療提供体制を強化

26,114,000 26,114,000

救護施設である保健センターの各種設備を改修すること
で、町内唯一の新型コロナウイルスワクチンの集団接種会
場として重要な拠点となり、医療提供体制を強化すること
ができた。

健康推進課
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17 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による臨時休業後の学校再開の支援
として、感染症のリスクを抑え、児童生徒の学ぶ環境の安全を図る
ため、町立学校が感染症対策のため消耗品や備品を購入する経費を
補助

11,643,562 5,822,000

消毒液や使い捨て手袋などの消耗品、空気清浄機やサー
キュレーターなどの備品を購入する経費を補助すること
で、感染症のリスクを抑え、児童生徒の学ぶ環境の安全を
図り、臨時休業後の学校再開の支援となった。

教育課

18 公立学校情報機器整備費補助金
町立小中学校へＧＩＧＡスクールサポーターを配置し、ＩＣＴ環境
の整備、校務支援システムの活用支援を行うことで、在宅・オンラ
イン学習に必要な環境を整備

1,293,600 647,000
ＧＩＧＡスクールサポーターを配置することで、ＩＣＴ環
境の整備、校務支援システムの活用支援を行い、在宅・オ
ンライン学習に必要な環境を整備することができた。

教育課

19 ＧＩＧＡスクール構想推進事業
町立小中学校へタブレット等を整備し、ＧＩＧＡスクール構想を推
進することで、在宅・オンライン学習に必要な環境を整備

80,137,662 78,177,000

小学校１～４年生、中学校２、３年生に対しタブレット
（計1,906台）及び必要なソフトウェアやモバイルルー
ター（196台）を整備することで、在宅・オンライン学習
に必要な環境を整備することができた。

教育課

20 就学支援世帯補助事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経済的に困窮している世帯
への負担を軽減するため、学校給食が実施されない学校休業期間
（４、５月）における昼食費を補助

896,000 820,000
昼食費を補助（126名）することで、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響で経済的に困窮している世帯への負担を
軽減することができた。

教育課

21
生涯学習課管理施設における新型コ
ロナウイルス感染症対策

基本的な感染拡大防止対策を徹底し、生涯学習施設利用者の安心安
全を確保するため、手指消毒等安全対策に必要な物品を整備

782,995 782,000

消毒液や使い捨てペーパータオルなどの安全対策に必要な
物品を蟹江中央公民館始め５つの生涯学習施設へ整備する
ことで、基本的な感染拡大防止対策を徹底し、利用者の安
心安全を確保することができた。

生涯学習課

22 感染症対策用備品購入

感染対策の強化を図るため、不特定多数の方々が手にする書籍を殺
菌消毒できる図書消毒機を設置する。また、検査体制の強化を図る
ため、来館者の健康状態を確認することができる自動検温器を設置
する

1,834,800 1,834,000

図書消毒機（１台）を設置することで、配架および書架整
理の際に、不特定多数の方々が手にする書籍を殺菌消毒す
ることができ、感染対策の強化を図ることができた。
また、玄関に自動検温器（１台）を設置することで、来館
者の健康状態を確認することができ、発熱症状がある者を
事前に検知し対応することができた。

図書館

23 学校図書館システム導入事業

在宅で過ごす時間を有意義に過ごしてもらい、外出を抑制すること
で感染拡大防止を図るため、小中学校の蔵書をデータ化し、町の図
書館との更なる連携が可能となる学校図書館システムをモデル校と
して小学校１校へ導入する

17,353,317 17,353,000

小中学校の蔵書をデータ化する際、図書室の本が整理され
利用がしやすくなった。また、町の図書館との更なる連携
を図ることができる学校図書館システムを町内小学校１校
に導入することができた。在宅で過ごす時間を充実させる
ことができ、外出抑制による感染拡大防止を図ることがで
きた。

図書館

24 除菌ボックス購入
感染対策の強化を図るため、不特定多数の方々が手にする書籍を、
利用者が自由に殺菌消毒することができる除菌ボックスを整備

268,400 268,000
利用者が自由に殺菌消毒することができる除菌ボックス
（１台）を整備することで、感染対策の強化を図ることが
できた。

図書館
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25 保健センター施設修繕
保健センターはワクチン接種の拠点となるため、自動ドアやエレ
ベーターを修繕し、感染リスクを低減できるように人と人とが接触
する機会が少ない動線を確保し、住民に安全安心な接種場所を提供

1,411,000 1,411,000

不具合のある自動ドアやエレベーターを修繕し、動線を確
保することで、人と人とが接触する機会を減らし、感染リ
スクを低減させ、安全安心なワクチン接種会場を提供する
ことができた。

健康推進課

26
ワクチン接種会場臨時駐車場等整備
事業

ワクチン接種会場への来場者の駐車スペース及び動線確保のため、
臨時駐車場等を整備し会場内における感染防止を図る

12,685,199 9,362,000
臨時駐車場等を整備することで、ワクチン接種会場への来
場者の駐車スペース及び動線を確保することができ、感染
防止につながった。

健康推進課

27
蟹江町感染防止対策協力支援金交付
事業

愛知県感染防止対策協力金の対象とならなかった町内の飲食事業者
へ、蟹江町独自の制度を設け、支援金を交付

1,860,000 1,860,000

愛知県感染防止対策協力金の対象とならなかった町内の飲
食事業者へ、蟹江町独自の制度を設け支援金を交付（31事
業者）することで、経営を支援するとともに、コロナ感染
拡大防止を図ることができた。

ふるさと振興課

445,803,124 367,623,000合　　　　　　計


