
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活用事業　検証結果一覧

No. 事業名 事業概要 総事業費（円） 交付金充当額（円） 事業始期 事業終期 事業の効果 担当課係（室）

1 芝山町中小企業等支援金給付事業

感染症の拡大等の影響により、経営の安定に
支障が生じている中小企業や個人事業主を緊
急的に支援するため、町内で経営する中小事
業者等に対し、支援金を給付する。

17,640,981 17,500,000 R2.6.15 R2.10.30
感染症の拡大等の影響により、経営の安定に支障が生じている中小企
業や個人事業主を緊急的に支援することができた。　芝山町中小企業等
支援給付事業　支給　３５１件

産業振興課
産業振興係

2 公共施設等安全安心確保事業 感染拡大の防止 2,217,743 2,200,000 R2.4.30 R3.3.31
マスクや消毒液の非接触体温計等の購入により、公共施設利用者の感
染拡大の防止に効果的であった。

総務課
契約管財係
福祉保健課
保健衛生係

3
情報発信力強化を目的とした公式ホー
ムページリニューアル事業

新型コロナウイルス感染症対策等における町
からの情報を、住民に対して効果的で伝わりや
すい機能を構築し、SNSと連携した情報発信
機能の充実や基本機能の強化を行うことで、
住民に必要な情報が伝わりやすいホームペー
ジにリニューアルする。

4,345,000 4,316,000 R2.7.2 R3.3.30

情報検索のしやすさに特化したデザインの一新などを行い、閲覧者に対
して効果的で伝わりやすいホームページを構築した。また、ホームページ
のリニューアルにより、SNSとの自動連携を可能としたことで、情報発信
力の強化を図った。

総務課
情報公聴係

4 子育て世帯生活応援特別給付金事業
子育て世帯に対する生活費の負担を軽減する
目的として給付する。

7,233,528 7,230,000 R2.5.22 R2.12.28
子育て世帯(児童手当受給者)に対し、児童一人当たり10,000円を給
付することで、生活費の一部の負担軽減となった。
対象世帯438世帯　対象児童713名

福祉保健課
子育て支援係

5 ひとり親家庭生活応援給付金事業
ひとり親家庭に対する生活費の負担を軽減す
る目的として給付する。

2,319,312 2,300,000 R2.6.25 R2.12.28
ひとり親世帯に対し、児童一人当たり30,000円を給付することで、生活
費の一部の負担軽減となった。対象世帯48世帯　対象児童77名

福祉保健課
子育て支援係

6 新生児特別定額給付金事業
R2.4.28からR3.4.1までに出産された家庭に
対し、経済的負担の軽減を図ることを目的とし
て給付する。

2,300,000 2,300,000 R2.8.24 R3.5.31
新型コロナウイルスの影響を受ける中で出産された家庭に対し、新生児
1人につき10万円を給付することで、子育て家庭の経済的な負担の軽減
と健やかな育児の推進を図ることができた。

福祉保健課
保健衛生係

7 幼児健康診査事業費
幼児集団健診の再開にあたり、健診日程を追
加して、会場内での密集を避けながら実施でき
る体制を整える。

596,400 590,000 R2.8.30 R3.3.31
1歳6か月児健診、3歳児健診等の幼児健診について、追加の日程を設
けて対象者を分散させることで、密集場所をつくらずに集団健診を実施
することができた。

福祉保健課
保健衛生係

8 がん検診個別受診費用助成事業

集団がん検診の中止や受診人数を制限しての
再開に伴い、個別がん検診の受診を促進する
ため、集団検診から個別検診に切り替えた場
合に生じる自己負担金の増額分を助成する。

489,600 480,000 R2.9.23 R3.3.31
密集場所を避けるために、がん検診を集団検診から医療機関での個別
検診に切り替えた場合に生じる自己負担金の増額分を助成することで、
受診者の負担を軽減し、個別がん検診の受診促進を図ることができた。

福祉保健課
保健衛生係

9 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

4,525,576 2,500,000 R2.8.6 R3.3.31

手洗い水栓ハンドル部交換、体温検知顔認証カメラ購入、トイレ消毒清
掃業務委託、小便器自動水栓化改修等による新型コロナウィルス感染
防止対策を備えたことにより、小中学校からは感染者が発生せず、児童
生徒の学びの保障を確保することができた。

教育課
学校教育係

10
遠隔・オンライン学習の環境整備、
GIGAスクール構想への支援事業

小中学校におけるGIGAスクール構想の実現
を図る。

44,644,160 29,900,000 R2.9.25 R2.12.25

1人1台の学習用端末の整備をはじめ、臨時休業等の事態に対応可能な
学校ICT環境の整備を図ることができた。また、教員のICT活用力の向
上を目的として、整備機器、ソフトウェアに関する校内研修を実施し、小
中学校の授業での機器活用を円滑に始めることができた。

教育課
学校教育係

11 勤怠管理システム導入事業

新型コロナウイルス対応に伴う多様な出勤形
態などに対応できるよう、出退勤管理環境及び
各種休暇取得電子化環境を整備することを目
的とする。

8,386,400 8,380,000 R2.12.1 R3.3.26
勤怠管理システムを導入し、ペーパーレス化を実施することで、自席にて
出退勤の管理を行えるようになった。職員間の直接的なやり取りが減る
ことで、感染防止及び円滑な勤怠管理が実施できるようになった。

総務課
行政係

12 選挙事務環境整備事業
投票所や開票所での感染予防を図るため備品
等を導入する

1,603,800 500,000 R2.11.12 R3.2.26

各投票所へ組み立て式パーテーションを設置することで、投票所内での
感染防止対策を行うことができた。また開票の際に、天地表裏ユニットを
導入することで、職員の手作業を減らすことにつながり、開票時間を短
縮することが出来た。投票所及び開票所において、上記の感染対策を実
施することで、安全な選挙事務を実施することが出来た。

総務課
行政係

13 武道館網戸設置事業
総合運動場武道館の施設再開にあたり新型コ
ロナウイルス感染症対策として施設の窓を常時
開放して換気を行うため窓に網戸を設置する

803,000 800,000 R2.11.10 R3.1.25
武道館窓へ網戸を設置することにより、常に窓を解放し換気を行う事が
出来た。特に夜間の貸館業務においては、虫の侵入等を防ぎつつ換気
を行う事ができ感染拡大防止の環境整備に大きく寄与した。

教育課
社会教育係

14
公共施設衛生設備改修事業
（社会体育施設）

感染拡大防止のため、公共施設の衛生設備を
改修する。

2,653,200 2,650,000 R2.11.4 R3.2.9
体育施設の自動水栓化設備導入は、感染者との間接的な接触を防ぐこ
とができ、貸館業務における感染拡大防止の環境整備に寄与した。

教育課
社会教育係

15
公共施設衛生設備改修事業
（公民館）

感染拡大防止のため、公共施設の衛生設備を
改修する。

693,000 690,000 R2.10.29 R3.1.28
公民館のトイレ設備を改修したことにより、衛生面が改善され、感染症の
拡大防止対策に寄与した。

教育課
社会教育係
（公民館）

実績額 実施状況
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16
公共施設衛生設備改修事業
（役場）

感染拡大防止のため、公共施設の衛生設備を
改修する。

2,286,900 2,280,000 R2.10.19 R3.3.8
庁舎内トイレの自動水栓化及び洋式化を実施することにより、接触によ
る感染防止を図るとともに、来庁者の不安解消にも寄与した。

総務課
契約管財係

17
公共施設衛生設備改修事業
（保健センター）

感染拡大防止のため、公共施設の衛生設備を
改修する。

484,000 480,000 R2.11.5 R3.3.19
施設内の洗面所の手洗い水栓をセンサー式の自動水栓に改修すること
で、感染予防ための環境を整備することができた。

福祉保健課
保健衛生係

18
公共施設衛生設備改修事業
（博物館）

感染拡大防止のため、公共施設の衛生設備を
改修する。

935,000 930,000 R2.11.6 R3.2.9
施設内トイレの自動水栓化を実施することにより、接触による感染防止
を図ることができた。また、来館者の接触感染の不安解消にも寄与した。

教育課
文化振興係

19 芝山文化センター感染防止対策事業 芝山文化センターにおける感染拡大の防止 3,506,250 3,500,000 R2.10.1 R3.3.5
施設内トイレの自動水栓化、空気清浄機購入、体温検知顔認証カメラ購
入等を実施することにより、不特定多数が来館する文化施設の感染防
止環境を整備することができた。

教育課
文化振興係

20
公衆無線LAN及びデジタルサイネージ
整備事業

災害時等において公共施設で住民の方々が通
信料の係ることなく情報を取得できる環境を整
備する。また、デジタルサイネージの設置により
スマートフォン等未所持の住民への情報提供
の強化を図る。

1,456,114 1,450,000 R2.12.2 R3.3.31

公衆無線LANを避難所施設や道の駅などに整備し、情報取得の環境を
調えた。また、役場本庁舎及び福祉センターへデジタルサイネージを設
置し、来庁者へ新型コロナウイルス感染症対策などの周知を行い感染症
拡大防止に寄与した。

総務課
情報公聴係

21 庁内ネットワーク無線化事業

庁内会議室を無線化することで三密を回避す
るための分散勤務をスムーズに遂行できる環
境を整備する。また、災害発生時等において、
会議室に設置することとなる対策本部設置の
迅速化を図る。

4,368,067 4,343,000 R2.12.16 R3.3.31
庁内会議室を無線化したことで、分散勤務への円滑な移行およびWeb
会議の開催・参加が容易となり、感染リスクの減少に寄与した。

総務課
情報公聴係

22 防災活動支援事業
避難所の新型コロナ感染症対策（飛沫感染予
防、換気等）を目的とする。

10,670,000 10,600,000 R2.11.19 R3.3.24

【対象避難所数】４箇所
防災倉庫２棟、避難所用テント204張、簡易ベット50台、大型扇風機20
台の購入により、新型コロナウイルス感染症対策を施した適切な避難所
運営体制を整備することができた。

総務課
自治振興係

23 キャッシュレス決済環境整備事業

新型コロナウイルス感染症により、重症化とな
る可能性の高い高齢者が外出することなく後
期高齢者医療保険料を納付できる環境を整備
し、感染リスク対策及び感染予防を図る。

3,133,350 3,100,000 R2.11.10 R3.3.31
保険料の納付方法が増えたことにより、現年度普通徴収における収納率
が環境を整備していなかった令和2年度比べて、1.17％上がったため被
保険者の利便性向上に繋がった。

町民税務課
国保年金係

24 登記データベースシステム導入事業
オンラインでの異動通知の授受により法務局へ
の訪問回数及び紙媒体による接触リスクを軽
減し感染拡大防止を図る。

7,449,200 5,436,000 R2.12.23 R3.12.10
オンラインで受取により法務局への訪問回数が減少し接触リスクを軽減
することができた。また登記情報を最新状態で確認することができ、窓
口での住民サービスにも寄与した。

町民税務課
課税係

25 ソーシャルディスタンスシート購入
町キャラクターを載せたソーシャルディスタンス
シートを町内観光施設等に配布する。

237,600 235,000 R2.9.29 R2.10.7
町キャラクターを載せたソーシャルディスタンスシートを町内観光施設等
に配布することにより感染リスクの減少に寄与した。

産業振興課
産業振興係

26 ちばの「おもてなし」提供事業
地産地消でおもてなしを行う宿泊業者を支援
する事業。素材の仕入れ等を通じた地域経済
への波及を狙う。

296,000 132,000 R2.9.1 R3.3.31
地産地消でおもてなしを行う宿泊業者の素材の仕入れ等をすることによ
り、地域経済への波及に繋がった。

産業振興課
産業振興係

27 芝山町公共交通事業者支援給付事業

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、町民
生活のために必要な公共交通の事業継続を支
援することを目的とし、感染防止対策への配慮
が必要とされる公共交通事業者に対し給付金
を支給する。

1,200,000 1,200,000 R2.10.1 R3.3.31

１２事業者（鉄道事業者１、一般乗用旅客自動車運送事業者6、一般乗用
旅客自動車運送事業者4、一般乗合旅客自動車運送事業者1）に対しそ
れぞれ100,000円を給付し、公共交通の事業継続を支援することがで
きた。

企画空港政策課
空港地域振興係

28
新型コロナウイルス感染症対策医療機
関支援金交付事業

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する
状況においても、必要な医療提供を継続する
ことが求められる病院及び診療所（医科・歯
科）に対し、医療体制の維持及び業務の継続を
支援するため、芝山町独自の支援金を交付す
る。

7,200,000 7,200,000 R3.1.18 R3.3.31
感染拡大の影響を受けながら診療を継続する医療機関に対し支援金を
交付することで、町の医療提供体制の維持・継続に寄与した。

福祉保健課
保健衛生係

29
新型コロナウイルス感染症対策事業者
支援金交付事業

障がい福祉・介護保険施設等が提供するサー
ビスは、利用者の方々やその家族の生活を継
続する上で欠かせないものであり、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止対策を十分に講じた
上でサービスを提供している事業所へ支援金
を交付し、当該事業の継続を支援する。

2,300,000 2,300,000 R3.1.18 R3.3.31
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する状況においても、利用者や
その家族の生活に欠かせないサービスを継続して提供する事業所の事
業継続を支援することができた。

福祉保健課
福祉係
介護保険係

30 小中学校感染予防対策事業 小中学校の感染予防対策強化のため 1,502,765 1,000,000 R3.4.26 R3.6.2
大型扇風機、体温検知顔認証カメラ購入、衛生消耗品等の購入により
感染症対策を図ることができ、児童生徒の学びの保障を確保することが
できた。

教育課
学校教育係
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31 農産物直売所駐車場整備事業

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め、施設内へ１家族１名の入場制限を行ってい
る。入場されたお客様を待つ家族の感染リスク
軽減を図るため、車内で待機いただけるよう駐
車場の整備・改善を行い、利用者への安全な
サービス提供を行うものである。また、新型コ
ロナウイルスの感染が収束後の観光需要の回
復を見据え、感染症対策を実施しながら、多く
のお客様が来場できるよう整備を行い、地域
経済の活性を図る。

16,000,000 12,800,000 R3.4.1 R4.1.20

芝山町農産物直売所駐車場の整備を行った。整備の内容はアスファルト
舗装、メッシュフェンスの整備、カラー舗装等であり、車内で待機いただ
ける駐車場の整備・改善を図ることができ、販売業務における感染拡大
防止の環境整備に寄与した。

産業振興課
産業振興係

32 総合防災ハザードマップ更新事業

コロナ渦における効果的な情報提供を行うた
め、防災、分散避難等の情報を掲載した総合
防災ハザードマップの作成及びＷｅｂ化を行
う。

6,930,000 5,000,000 R3.6.21 R4.1.14

ハザードマップの更新で新規でWeb化を行ったことにより、町ホーム
ページからアクセスして、ハザードマップをスムーズに案内することがで
き、コロナ禍で効果的な情報発信に寄与した（ＨＰアクセス件数：973件
【Ｒ4.4.1～Ｒ4.10.31時点】）。

総務課
自治振興係

33 防災行政無線戸別受信機整備事業
自宅等屋内で、町からの感染予防情報等を入
手できる環境を整備し、感染リスクの軽減を図
る。併せて防災情報等の発信力を向上させる。

4,675,000 3,000,000 R3.5.18 R3.8.6
戸別受信機100台を購入。自宅等で過ごす方が増えたため、町の情報
発信力の向上と感染リスク軽減に寄与した。

総務課
自治振興係

34
公共施設衛生設備改修事業
（消防団本部）

感染拡大防止のため、公共施設の衛生設備を
改修する。

605,000 400,000 R3.6.2 R3.7.5
消防本部詰所内のトイレ手洗い場の自動水栓化を実施することにより、
接触による感染防止を図ることができた。また、利用者の接触感染の不
安解消にも寄与した。

総務課
自治振興係

35
公共施設等感染症防止対策事業（役
場）

体温検知顔認証カメラを整備し、役場庁舎利
用者の体温を測定することにより新型コロナウ
イルスの施設内感染や集団感染のリスク低減
を図る。また、アクリルパーティションを設置し、
町施設窓口における新型コロナウイルスの飛
沫感染の防止を図る。

987,580 980,000 R2.4.16 R3.3.31
来庁者の体温測定や窓口へのアクリルパーティションの設置により、庁
舎内における感染拡大の防止を図るとともに、来庁者の不安解消にも寄
与した。

総務課
契約管財係

36
公共施設等感染症防止対策事業（中央
公民館）

体温検知顔認証カメラを整備し、公民館利用
者の体温を測定することにより新型コロナウイ
ルスの施設内感染や集団感染のリスク低減を
図る。

250,800 200,000 R3.5.20 R3.5.27 公民館の管理運営にあたり、適切な感染防止対策を講じることができた。
教育課
社会教育係
（公民館）

37
公共施設等感染症防止対策事業（福祉
センター）

体温検知顔認証カメラを整備し、福祉センター
利用者の体温を測定することにより新型コロナ
ウイルスの施設内感染や集団感染のリスク低
減を図る。

295,121 200,000 R3.3.19 R3.4.26
福祉センター利用者の体温測定により、感染防止対策を講じ、適切な施
設管理を実施することができた。

福祉保健課
福祉係

38
新型コロナウィルス感染症対策高齢者
特別給付金事業

感染した際の重症化リスクが高い高齢者の方
への感染対策が喫緊の課題となるため、緊急
の特別給付金を支給し、フレイル（虚弱）の予
防、経済対策を図る。

22,175,020 11,082,000 R3.3.19 R3.10.31
コロナ禍において、感染時重症化しやすい高齢者に対し給付金を支給
し、感染対策に役立てることができた。

福祉保健課
福祉係

39
公共施設等感染症防止対策事業（保育
所）

新型コロナウイルス感染症対策として施設の窓
を常時開放して換気を行うため、窓等に網戸を
設置し、空気環境の整備を行う。

1,775,400 1,000,000 R3.4.26 R3.6.30
開閉式網戸の設置により害虫等の侵入を防ぎながら定期的な喚起を行
う事ができ、感染対策に寄与した。

福祉保健課
子育て支援係

40
公共施設衛生設備改修事業
（保育所）

手洗い場の増設することで、園児の手洗いを
徹底し感染及び感染拡大への予防を防止する
ための衛生環境の整備を行う。

2,519,000 2,510,000 R2.6.5 R3.3.24
各保育室(3部屋)の手洗い場の改修工事により流し台が広くなり蛇口
数も増え、児童の密接を防ぐとともに手洗い、うがいの励行ができた。

福祉保健課
子育て支援係
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