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交付対象事業の名称 事業担当課

事業の概要と実績
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

緊急経済対策との関係
事業
始期

事業
終期

総事業費
(円)

交付金充当経費
(円)

効果検証

1 単 新型コロナウイルス感染症対策品購入 健康増進課

①　妊婦・乳児・医療機関等にマスクを配布。
②－
③マスク30,000枚購入　1,780,000円
④－

①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 R2.4 R2.5 1,780,000 1,780,000
妊婦や乳児、医療機関等を対象にマスクの配布を行
い、感染拡大防止に寄与した。

2 単 新型コロナウイルス感染症対策品購入 健康増進課

①　感染拡大防止のため妊婦・乳児・医療機関等に対しマスク，アルコール消毒液、防護服を配布、市民に
対して新型ｺﾛﾅについての広報チラシを配布、ｺﾛﾅ対策用に体温計を購入。
②③　マスク15,000枚　605,000円、消毒液132個　266,032円、防護服150着　557,700円、広報チラシ
288,124円、体温計232,800円、コロナ対策用消耗品12,028円
事業費計　1,961,684円
④妊婦・乳児・医療機関等

①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 R2.6 R3.3 1,961,684 1,961,000

妊婦や乳児、医療機関等を対象にマスクやアルコー
ル消毒液、防護服等の配布を行うとともに、市民に
対して新型コロナウイルス感染症に関するチラシの
配布を行い、感染拡大防止に寄与した。

3 単 ミスト噴霧器設置業務委託 健康増進課

①　密になりやすい公共交通機関での感染拡大防止を図る。
②③　結城駅改札前で空間除菌ミストを噴霧する業務委託料
　　　317,670円
④－

①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 R2.4 R2.5 317,670 317,000
結城駅改札前で空間除菌ミストを噴霧することで、
密になりやすい空間での感染症拡大防止に寄与し
た。

4 単 地元飲食店応援事業 商工観光課

①　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内飲食店の利用促進。
②③　飲食クーポン券20％分（プレミアム分）、購入者への特産品等配布に係る費用及び事務経費の補助
プレミアム分　2,000,000円
特産品等（茹で饅頭及びステッカー）　888,000円
事務経費　　　1,500,000円
事業費計　4,388,000円
④　商工会議所

①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイ
ンメント事業等に対する支援

R2.5 R3.3 4,388,000 4,388,000

市内飲食店（テイクアウト含む）で使用できるプレ
ミアム分20%・30％を付与したクーポン券の発行によ
り、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
市内飲食店の利用促進を図り、地域経済の活性化に
寄与した。
・販売実績
あすめし券（5000円で6500円分）：952券
むすぶめし券（5000円で6000円分：1002券

5 単 小規模事業者緊急支援事業 商工観光課

①　小規模事業者に対する経営維持のための支援。
②③④　以下の条件を満たす事業者へ区分に応じた支援
ⅰ　従業員が20人以下（商業・サービスの場合は5人以下）
ⅱ　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が下記の区分により減少したもの
　区分1：①2～6月②5～9月③8～12月④11～3月までの連続する3月で30％以上50％未満減少
　区分2：11～3月までの連続する3月で50％以上減少
ⅲ　市税等の滞納のない者
事業費（給付金）計　144,200,000円
（R3への繰越事業）

①-Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への
支援

R2.5 R4.1 144,200,000 114,100,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける小規
模事業者に対し、30％以上～50％未満減少に100,000
円/件・50％以上減少法人500,000円/件・個人
300,000円/件の給付を行うことで、事業の継続に対
する支援を行うことができた。

・R2支給件数：641件（法人225件　個人416件）
・R3支給件数：281件（法人115件　個人166件）

6 単 学校休業中児童生徒昼食支援事業 給食センター

①　休業中の小中学校児童生徒に対し、弁当を購入する費用の一部を助成。
②③④　500円の弁当購入に対し200円を助成。保護者は購入時に300円を負担する。
　200円×2,894食＝578,800円
　学校給食調理業者へ委託料として支払う

①-Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人への支援 R2.5 R2.7 578,800 578,000

新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休校中の小
中学校児童生徒に対し、弁当購入時の費用を補助す
ることで、児童生徒の健康、栄養管理と保護者負担
の軽減に寄与することができた。

・弁当提供数：2,894食

7 単 ひとり親世帯家計応援特別給付金給付事業 子ども福祉課

①　ひとり親世帯への経済的支援。
②③④　給付金及び給付に係る需用費及び役務費
・児童扶養手当全部支給世帯　20,000円/1世帯×243世帯
・児童扶養手当一部支給世帯　10,000円/1世帯×184世帯
　6,700,000円×1回＝6,700,000円
・需用費及び役務費　54,612円
事業費計　6,754,612円

①-Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人への支援 R2.5 R2.9 6,754,612 6,754,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けるひと
り親世帯に対し、20,000円/世帯（または10,000円/
世帯）の給付を行うことで、経済的支援を図ること
ができた。

8 単 地域魅力発信事業 秘書課
①　新型コロナウイルス感染症終息後、地域経済の復興に向けて尽力する事業者や市民の姿を届ける動画及
び名産品や観光施設等を紹介する動画などの作成、発信。
②③④　作成に係る業務を外部へ委託　5,791,500円

①-Ⅲ-２．地域経済の活性化 R2.7 R3.3 5,791,500 5,791,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた地域
経済の復興に尽力する事業者や市民の姿を記録した
動画や、本市の観光スポットや名産品を紹介する動
画を作成し、地域経済の活性化に寄与することがで
きた。

・作成動画数：22本（YouTubeで公開）

9 単 公共的空間安全・安心確保事業

総務課・契約管財課・社
会福祉課・子ども福祉
課・農政課・学校教育

課・生涯学習課・スポー
ツ振興課

①②－
③感染拡大防止のための機器の設置および物品購入等。
　　サーマルカメラ　3,723,170円
　　次亜塩素酸空間除菌脱臭機（3台）　902,000円
　　非接触型体温計　462,000円
　　手指消毒液、パーテーションほか消耗品（各公共施設、保育所、小中学校等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,673,242円
　　パーテーション（市役所本庁舎、出張所、市民情報センター等）　2,811,050円
　　空気清浄機（市民情報センター）　1,207,800円
　　テレビ会議システム（3台）　2,860,000円
　　網戸取付　759,990円
　　空気清浄機（保育所3箇所）　2,148,850円
事業費計　23,548,102円
④－

①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 R2.6 R3.3 23,548,102 23,235,000

公共施設にサーマルカメラや空気清浄機などの備品
の設置や消毒液、パーテーション等の感染症対策品
を購入することで、感染症拡大防止に寄与すること
ができた。
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10 単 事業所感染症対策支援事業 商工観光課

①中小企業・小規模事業者が事業を継続できるよう感染対策や新たなビジネス・販路開拓、ECO推進等の事業
に対し、支援を行う。
②③④
市内事業者への補助事業を実施
ⅰ　中小企業感染症対策推進事業支援補助金（補助率2/3）
　100,000円/件
ⅱ　新たなビジネス対応事業補助金（補助率2/3）
　500,000円（法人）/件
　300,000円（個人）/件
ⅲ　企業型ＥＣＯ推進事業補助金（補助率2/3）
　100,000円/件
ⅳ　交通事業者支援補助金
　1,000円/回（利用者）
　60,000円/台(バス事業者)
　30,000円/台(タクシー事業者)
ⅴ　旅館事業者支援補助金
　500,000円/件
補助金計　48,711,400円
　事務委託費　18,200,600円
　印刷製本費　271,700円
　消耗品費　38,976円
　通信運搬費　1,116,893円
　使用料及び賃借料　1,806,446円
事業費計　70,146,015円
（R3への繰越事業）

①-Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への
支援

R2.9 R4.3 70,146,015 40,294,000

中小企業や小規模事業者に対し、感染対策やコロナ
禍に対応したビジネス・販路開拓等を目的とした補
助を行うことで、事業の継続に寄与することができ
た。

【事業者支援】
感染症対策：241件
新たなビジネス・販路開拓：114件
ECO推進：23件
【特定事業者支援】
交通事業者：4件（バス2件、タクシー2件）
宿泊事業者：2件
タクシー利用事業者1件
【相談窓口開設】
窓口相談件数：236件
電話対応件数：739件

11 単 災害時避難所感染症対策事業 防災安全課

①　新型コロナウイルス感染症終息前の災害発生時に備え、避難所等における感染症拡大防止を図るための
衛生用品を購入、備蓄する。
②③
　マスク（1箱50枚入）　＠1,980円×60箱=118,800円
　手指消毒液（1Ｌポンプ付）　＠4,598円×20本=91,960円
　手指消毒液（1Ｌ詰替用）　＠2,420円×30本=72,600円
　ニトリル手袋Ｍ・Ｌ　各10　＠660円×10箱×2=13,200円
　フェイスシールド　＠330円×300箱=99,000円
　防護服Ｍ・Ｌ　各20　＠2,750円×20着×2=110,000円
　非接触式温度計　＠12,980円×10個=129,800円
　ペダル式ごみ箱　＠1,998円×20個=39,960円
　消毒スタンド　＠22,000円×20台=440,000円
　防護服(ガウン）　　　　＠6,600円×10箱=66,000円
　防護服(ブーツカバー)　 ＠3,520円×10箱=35,200円
　非接触体温計　＠9,900円×20個=198,000円
　テルモ電子体温計　＠3,421×10=34,210円
　飛沫飛散防止用パネル　＠16,500円×40個=660,000円
　災害避難所用間仕切り　＠42,900円×50=2,145,000円
　ベンリー間仕切りⅡ　＠15,180円×100張=1,518,000円
　スタンダードスクリーン　＠10,450円×90=940,500円
　かんたんてんと　＠90,200円×10張=902,000円
　丸山背負バッテリー動噴　＠48,400円×10台=484,000円
　PROCA(可溶性水酸化カルシウム)　15,000円×20個=300,000円
　ベンリー間仕切りⅡ　＠15,180円×200張=3,036,000円
　荷重プレート20㎏　＠7,480円×60個=448,800円
　その他消耗品等　　1,435,280円
　合計　13,318,310円
④－

①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 R2.7 R3.3 13,318,310 13,318,000

アルコール消毒液や飛沫防止パネルなどの衛生用品
等を購入・備蓄することで、避難所における新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止対策を図り、市民の安
全安心を高めることに寄与した。

12 単 緊急雇用創出事業 総務課

①　新型コロナウイルス感染症の影響により解雇、内定取り消しとなった方を会計年度任用職員として雇用
する。
②③　2人分を計上　1,238,028円（9月雇用）+448,561円(3月雇用)＝1,686,589円※法定福利費含む
④－

①-Ⅱ-１．雇用の維持 R2.6 R3.3 1,686,589 1,650,000
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で解雇となっ
た方を会計年度任用職員として雇用し、生活と雇用
の安定に寄与することができた。

13 単 学校給食関係事業者感染症対策支援事業 給食センター

①　学校給食再開に向けた衛生管理の徹底・改善を図るための設備等の購入に係る経費の補助
②③　補助上限450,000円（7事業者）
　　　　補助実績額3,125,600円
④　学校給食関係事業者

①-Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 R2.6 R2.11 3,125,600 3,125,000

学校給食関係事業者に対し、給食再開に向けた衛生
管理の改善に係る費用を補助することで、安全な学
校給食の提供につながった。

・衛生管理対策備品
換気扇、乾温両面集塵機、冷蔵庫温度収録機、空調
機等

14 単 地域ブランディング事業 商工観光課
①　地域活性化のための結城のまちの魅力・情報発信
②③④　映像及びパンフレットの制作を外部へ委託し、さらに印刷製本を発注　2,418,900円 ①-Ⅲ-２．地域経済の活性化 R2.9 R3.3 2,418,900 2,418,000

本市の魅力や情報発信を行うパンフレットを作成
し、各種イベントで配布することにより、観光客が
本市に来訪する機運の醸成を図ることで、コロナ禍
の影響により低迷した地域経済の活性化を図ること
ができた。

・配布部数：総合1万部、分野別1万部×3種類

15 単 花いっぱい応援事業 農政課

①　需要が落ち込む花き業者の事業継続支援及び結城市の花を利用した市民への心身の健康づくり支援
ⅰ　結城の花を購入した際に、購入金額に応じて、花の購入や食事に利用ができる「お花見券」（金券）を
配布する。
ⅱ　婚姻・出産した市民で希望する者に「お花券」を交付し、5,000円相当の結城市産の花を使用したフラ
ワーアレンジメントを贈る。
ⅲ　お花の展示及び発表会を開催。
②③
　印刷製本費　  59,400円
　消耗品費　 　838,985円
　通信運搬費 　 11,340円
　報償費　　 1,361,145円
事業費計　   2,270,870円
④－

①-Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への
支援

R2.7 R3.3 2,270,870 2,265,000

本市の花を購入した際に花の購入等に使用できる金
券の配布や、婚姻・出産した方を対象としたフラ
ワーアレンジメントの贈呈を行うことで、コロナ禍
の影響で需要が落ち込む花き事業者への支援を行う
ことができた。

配布部数
・お花見券：738枚
・お花券：96名
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16 単 児童生徒1人1台端末整備支援事業 学校教育課

①④　児童1人1台パソコンを支給し、家庭での学習環境を整備する。
②③
ⅰ　端末購入費用
　＠4,610円（45,000円を超える部分）×3,896台＋設定費用等1,832,380円＝19,792,940円
　＠45,000円(税込)×1,224台＝55,080,000円（3人に1人：地方財政措置分）
　教員用66,100円×291台×1.1＝21,158,610円
　予備分等（191台分）　　9,475,510円（税込）
　ACアダプター　4,730円×4,378台＝20,707,940円（税込）
ⅱ　電源キャビネット購入費用
　187,700円×105台×1.1＝21,679,350円
　176,500円× 18台×1.1＝3,494,700円
　150,350円×   6台×1.1＝992,310円
ⅲ　液晶テレビ購入
　150,920円×42台＝6,338,640円(税込)
　148,500円×83台×1.1＝13,558,050円
　ＨＤＭＩケーブル（125本）153,450円（税込）
　ワイヤレス画面投影機器
　11,000円×125台×1.1＝1,512,500円
ⅳ　モバイルWi-Fi購入（194台分）
　2,324,520円-国庫補助分1,940,000円＝384,520円
合計　174,328,520円

①-Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・トランスフォー
メーションの加速

R2.12 R3.3 174,328,520 174,328,000

小中学生児童一人一台の情報端末を支給し、コロナ
ウイルス感染症拡大の影響で休校となった際のリ
モート授業の実施など、家庭での学習環境の整備を
図ることができた。

・学習用タブレット端末：4,378台
・モバイルWi-Fiルーター：194台

17 単 ふるさと結城学生応援事業 企画政策課

①新型コロナウイルス感染症の影響により帰省出来ない市外に居住する大学生等に市特産品等を郵送配布す
る。
②③商品代及び郵送に係る消耗品、通信運搬費、印刷製本費
　消耗品費（商品代・資材代）　1,524,224円
　通信運搬費　455,058円
事業費計　1,979,282円
④－

①-Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人への支援 R2.6 R3.3 1,979,282 1,979,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で帰省できな
い市外在住の大学生に対し、市特産品等の支援物資
を配布することで、学生への経済的支援と地域経済
の活性化を図ることができた。

18 単 給食センター感染症対応環境整備事業 給食センター

①夏季休業期間の給食提供が想定されるため、熱中症対策として調理場内や洗浄室の環境整備を行う。
②③機器の購入
　ウォータークーラー　275,000円
　スポットクーラー（発電機含む）826,100円
　アイスベスト　354,970円
事業費計　1,456,070円
④－

①-Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 R2.6 R2.10 1,456,070 1,456,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、夏休
み期間に授業が再開され、給食提供を行うことと
なったため、給食センター調理場における熱中症対
策と衛生対策を行うことで、施設内の衛生的かつ安
全に事業継続を図ることができた。

19 単
地域外来・ＰＣＲ検査センター設置医療機関
支援事業

健康増進課

①新型コロナウイルス感染症対策として、市内の地域外来・ＰＣＲ検査センター設置医療機関に対し、ＰＣ
Ｒ検査体制拡充に応じた支援を行う。
②③④医療機関への補助金
　2,000,000円×2施設＝4,000,000円

①-Ⅰ-２．検査体制の強化と感染の早期発見 R2.8 R3.1 4,000,000 4,000,000
PCR検査センターを設置した医療機関に対し補助を行
うことで、検査体制拡充を図ることができた。

20 単 各種相談・申請支援窓口開設事業 商工観光課

①委託により、新型コロナウイルス感染症拡大によって経営に大きな影響を受けた市内中小企業者、個人事
業主を対象とした経営相談窓口を開設する。
②③経営相談窓口開設委託料　500,280円
④－

①-Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への
支援

R2.10 R3.3 500,280 500,000

新型コロナウイルス感染症拡大により事業に大きな
影響を受けた中小事業者、個人事業主を対象とした
相談窓口を開設し、コロナ禍における事業者の経営
支援に寄与した。

・相談件数：25件

21 単 各種相談・申請支援窓口開設事業 商工観光課

①委託により、新型コロナウイルス感染症拡大によって経営に大きな影響を受けた市内中小企業者、個人事
業主を対象とした経営相談窓口を開設する。
②③経営相談窓口開設委託料　976,424円
④－

①-Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への
支援

R2.6
R2.12

R2.8.31
976,424 976,000

新型コロナウイルス感染症拡大により事業に大きな
影響を受けた中小事業者、個人事業主を対象とした
相談窓口を開設し、コロナ禍における事業者の経営
支援に寄与した。

・相談件数：36件

22 補 文化芸術振興費補助金 生涯学習課

①④国の令和２年度文化芸術振興費補助金を活用し、市民文化センターにおける新型コロナウイルス感染症
防止対策として、備品及び消耗品を購入する。
②③
　マスク（1箱50枚入）　＠590円×200箱×1.10＝129,800円
　除菌アルコール　＠8,600円×33個×1.10＝312,180円
　サーマルカメラ（タレット型・ハンディ型、三脚等備品・設置費等含む）　660,000円×1.10＝726,000円
　空気清浄機（23台）　880,000円×1.10＝968,000円
事業費計　2,135,980円

①-Ⅲ-２．地域経済の活性化 R2.7 R2.10 2,135,980 1,068,000

新型コロナウイルス感染症対策用のマスクや消毒ア
ルコール類の消耗品、サーマルカメラ等の備品購入
を行い、市民文化センターにおける感染症拡大防止
に寄与した。

23 単 テレワーク環境整備事業 総務課

①新しい生活様式への対応や、災害時において、避難所等の庁舎外でも一定の業務継続が図れるよう、テレ
ワーク環境を整備する。
②③
【内容】
ⅰ　専用PC：30台の整備（周辺機器含）
ⅱ　専用モバイル回線（VPN）：30回線の導入

【事業費】備品購入費等
ⅰ　10,714,000円
ⅱ　初期構築費　手数料：152,130円　消耗品費：636,000円
　　 通信運搬費　159,663円
事業費計　11,661,793円
④－

①-Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・トランスフォー
メーションの加速

R2.12 R3.3 11,661,793 11,596,000

テレワーク用のPCや回線を整備し、コロナ禍におけ
る新しい生活様式や避難先等での業務継続環境の構
築に寄与した。

・在宅勤務やペーパーレス会議、集合研修等での稼
働率：約50％）

24 単 新生児特別臨時給付金給付事業 子ども福祉課

①国の特別定額給付金の対象外となる4月28日以降に生まれた子どもに給付金を支給することで、子育て世帯
への経済支援を行う。
②③④
以下の要件を満たす子どもについて申請があった場合に、1人につき10万円を支給する。
ⅰ　申請時点で結城市に住民登録がある子ども
ⅱ　4月28日～令和3年3月31日までに生まれた子ども
ⅲ　令和2年4月27日時点で結城市に住民登録があり、申請日まで引き続き住民登録を有している母親が出産
した子ども
・給付金　10万円×232人＝23,200,000円
・事務費　25,872円
事業費計　23,225,872円

①-Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人への支援 R2.10 R3.3 23,225,872 20,623,000
国の特別定額給付金の対象外となる子どもに対する
給付を行い、コロナ禍における子育て世帯への経済
的支援を図ることができた。

25 単 プレミアム付商品券事業 商工観光課

①市内経済の活性化と消費拡大を図るためプレミアム付商品券を発行する。
②③④
・プレミアム分2,000円　実績　78,495,000円
・商工会議所への事務委託料　18,322,549円
事業費計　96,817,549円

①-Ⅲ-２．地域経済の活性化 R2.10 R3.3 96,817,549 56,280,000

40%のプレミアム分を上乗せした商品券を販売し、市
民に対する経済的支援の実施とともに、地域経済の
活性化が図られた。

・販売実績：39,616冊
・取扱店：202店舗
・換金額：276,230,500円
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26 単 伝統産業支援事業 商工観光課

①新型コロナウイルス感染症の影響により販売の機会を失っている伝統産業関係者のものづくり等を支援す
るため、伝統産業の技術を用いて製造する商品・材料等に係る経費を補助し、製造された商品をイベント等
で積極的に販売することで事業継続を支援する。
　更には、今後、記念品やノベルティ等に使用できるよう企画提案型とし、制作に係るプロモーション・チ
ラシ作成を行い、伝統産業として魅力発信する。
②③④
個人　　　　　　　200,000円×25社＝5,000,000円
組合・団体　　　1,000,000円×3社＝3,000,000円
催事等開催　　 2,000,000円×１団体＝2,000,000円
予算合計　10,000,000円
補助実績（事業費計）　　9,322,000円

①-Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への
支援

R2.9 R3.3 9,322,000 4,661,000

伝統技術を用いて製造する商品等への製造経費や、
販売時の経費を補助することで、コロナ禍における
伝統産業関係者の事業継続に寄与することができ
た。

補助件数
・事業者：19件
・団体・グループ：5件
・組合：1件

27 補 学校保健特別対策事業費補助金 学校教育課

①②③学校再開に伴い、集団感染のリスクを避けるために必要な保健衛生用品等の購入や、子どもの学習保
障のための取組みを行う。
ⅰ　感染症対策のためのマスク等購入支援事業
　　事業費　1,333,130円
　　補助金　基準額1,324,000円×1/2＝662,000円
　　市負担　1,333,130円-662,000円＝671,130円
ⅱ　学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業
　　事業費  19,018,449円
　　補助金　基準額17,000,000円×1/2＝8,500,000円
　　市負担　19,018,449円-8,500,000円＝10,518,449円

事業費計　20,351,579円

①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 R2.10 R3.3 20,351,579 10,117,000

各小中学校に対し消毒用エタノール等の感染症対策
用品を配布し、国が示す感染症対策を確実に講じる
ことで、臨時休校や学級閉鎖などを可能な限り回避
し、児童生徒の学びを保障することができた。

28 単 学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業 学校教育課

①学校の一斉臨時休業期間中に予定していた修学旅行を、中止したり延期したりすることにより発生した
キャンセル料等について、本来保護者が負担することとなる経費を補助することにより、保護者の経済的な
負担軽減を図る。
②③修学旅行キャンセル料（企画料）
ⅰ　小学校
　　170,000円（8校分）
ⅱ　中学校
　　1,702,236円（3校分）
事業費計　1,872,236円

①-Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 R2.9 R3.2 1,872,236 1,872,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で発生した、
修学旅行の中止や延長等によるキャンセル料を補助
することで、子育て世帯における保護者の経済的な
負担軽減を図ることができた。

29 単 小中学校感染症対策事業 学校教育課

①3密対策として、分散授業を実施するにあたり、快適な学習環境の場を提供するため、学校内にある余裕教
室内部の改修及び空調設備を整備する。
②③④
工事請負費
ⅰ　中学校
　・教室内部改修工事　4教室　壁、床塗装及び棚、照明器具交換等
　・空調設備工事　　　　6教室　エアコン設置
　　総工事費（税込）　　30,932,000 円
ⅱ　小学校
　・空調設備工事　　　15教室　エアコン設置
　　総工事費（税込）　　30,877,000 円

事業費計　61,809,000円

①-Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 R3.1 R3.3 61,809,000 61,809,000

市内小中学校の余裕教室の改修や空調整備を行い、
コロナ禍における授業実施の際の３密対策の実施に
寄与した。

・教室内改修：4箇所
・空調設備導入：15教室

30 単
学校給食費無償化事業（学校給食費の減免に
係る費用）

給食センター

①新型コロナウイルス感染症の影響により例年の夏季休業中（7月21日から8月31日）に登校し提供のあった
学校給食について、保護者が負担する給食費を減免し、保護者等の経済的負担軽減を図る。
②小中学校の給食費の無償化に係る費用（賄材料費に交付金を充当）
③
ⅰ　対象期間　　令和2年7月21日から8月31日まで
ⅱ　対象者　　　市内小中学校に所属する児童生徒の保護者
　　　　　　　　　 小学生：2,550人
　　　　　　　　　 中学生：1,321人
事業費計　17,028,784円
④一般会計

①-Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 R2.7 R2.8 17,028,784 17,028,000
夏休み期間の登校の際に提供された学校給食につい
て、保護者が負担する給食費の無償化を行い、経済
的負担の軽減に寄与した。

31 単 密集軽減のための輸送能力増強事業 学校教育課

①小中学校における遠足等の際に借り上げるバスを大型化しソーシャルディスタンスを確保する。
②③大型・中型バスの追加借上料
　部活動遠征：1,058,447円（中学校3校）
　10月以降の小学校の遠足等（小学校8校）：3,966,553円
事業費計　5,025,000円
④－

①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイ
ンメント事業等に対する支援

R2.8 R3.2 5,025,000 5,025,000

小中学校の遠足や部活動遠征の際に使用するバスを
大型化し、感染症対策を行うことで、部活動等の実
施を後押しするとともに、新型コロナウイルスの拡
大防止に寄与した。

32 単 密集軽減のための輸送能力増強事業 学校教育課

①小中学校における遠足等で借り上げるバスを大型化しソーシャルディスタンスを確保する。
②③大型・中型バスの追加借上料
　9月実施の小中学校の遠足、宿泊学習、修学旅行等
　5,887,259円（小学校9校，中学校2校）
④－

①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイ
ンメント事業等に対する支援

R2.8 R3.2 5,887,259 5,887,000

小中学校の遠足や部活動遠征の際に使用するバスを
大型化し、感染症対策を行うことで、感染症対策を
講じることで、修学旅行等の実施を可能とし、児童
生徒の思い出作りに貢献するとともに、新型コロナ
ウイルスの拡大防止に寄与した。

33 補 公立学校情報機器整備費補助金 学校教育課

①ＧＩＧＡスクール構想実現のための周辺環境整備を行う。
②③
ＧＩＧＡスクールサポーター配置支援事業
　小学校　4,569,400円
　中学校　2,250,600円
事業費計　6,820,000円
④－

①-Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・トランスフォー
メーションの加速

R3.1 R3.3 6,820,000 1,969,000

GIGAスクールサポーターの配置により、小中学生に
配布された情報端末の利用促進を図り、オンライン
授業等のスムーズな実現に寄与することができた。

・学習用タブレット端末の基本操作法、支援ソフト
等の研修の実施：12校、各4回

37 単 保育施設等従事者応援給付金 子ども福祉課
①②④新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下においても幼児教育・保育施設は開所しており、使命感
を持って働く職員の肉体的・精神的な負担軽減を図るため給付金を交付する。
③　30,000円×309人＝9,270,000円

①-Ⅱ-１．雇用の維持 R3.1 R3.3 9,270,000 9,270,000
新型コロナウイルス感染症拡大の状況下において保
育所等で従事する職員に対し、30,000円/人の給付を
行い、職員の精神的な負担軽減が図られた。

38 単 新型コロナウイルス対応関連融資応援給付金 商工観光課

①　公的融資制度を利用した中小企業者等への支援
②③　10万円を支給（191事業者）
　100,000円×191事業者＝19,100,000円
④　以下の条件を満たす事業者
ⅰ　令和2年1月29日～12月28日まで融資実行
ⅱ　茨城県、茨城県信用保証協会、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス融資に関する融資を受けたもの
ⅲ　市税等の滞納のない者

①-Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への
支援

R3.1 R3.3 19,100,000 19,100,000

公的融資制度を利用した中小企業者等に対し、
100,000円/件の利子への補助を目的とした給付を行
い、事業者の負担軽減に寄与した。

・支給件数：191件
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39 単 レンタル衣装キャンセル料助成金 生涯学習課

①②④新型コロナウイルス感染症の影響による成人式典の延期に伴い、成人式典で着用する衣装のキャンセ
ル料が発生した新成人に対し、レンタル衣装キャンセル料助成金を交付する。
※当日衣装キャンセル料の2分の1（限度額2万円）
③ 20,000円×3人＝60,000円

①-Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人への支援 R3.2 R3.3 60,000 60,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による成人式
典の中止に伴う衣装キャンセル料を補助すること
で、成人を迎える市民及びその家族への負担軽減を
図ることができた。

・助成人数：3人

※事業No.34～36…欠番 総事業費合計 755,914,280 631,578,000


