
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　交付対象事業の実施状況及び評価

251,997 43,006 0 208,991 173,574 

計画年度 予算措置 課等名
事務事業

コード
事務事業名称

対象
事業費

国県補助
その他
特財

一般財源
（別掲）

コロナ交付金
充当額

事業区分 事業概要 実施状況 効果 評価・分析・課題

3年度 当初予算 人事課 050220
職員給与費
（時間外勤務手当）

185 185 92 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 新型コロナウイルス感染症対応に係る作
業に従事した職員に対して時間外手当等
を支給した。
コロナ対応に関わる時間外勤務83時間

2

適切に業務を執行し、新型コロナウイル
ス感染症対策に寄与した。

3年度 当初予算 観光振興課 050710
庁舎等衛生対策事業（時
間外勤務手当）

466 466 230 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 緊急経済対策の企画立案及び実施事業
に付随する事務等により時間外勤務が発
生した。
コロナ対応に関わる時間外勤務248時間

2

感染拡大状況を見極めながら、切れ目の
ない支援を実施のためにタイトなスケ
ジュールの中での準備・調整を行うことが
できた。

3年度 当初予算 紫雲寺支所 B012A1
健康プラザしうんじ管理
運営事業

71 71 35 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 健康増進スタジオの機器等の消毒用品と
健康プラザしうんじ来館者用の手指消毒
用品を設置した。

2

施設利用者のクラスター発生件数が0件
だった。

3年度 当初予算 健康推進課 B012C5 母子健康診査事業 562 562 278 ①　感染症対策

母子集団健診のための感染予防対策経
費。

感染拡大防止のため、健診会場において
手指消毒薬の設置及び事業従事者用ガ
ウン・フェイスシールドなどを購入し活用し
た。

2

感染対策を充分にとることにより、健診受
診者及び従事者ともに安心して事業に参
加・従事することができた。

3年度 当初予算 健康推進課 B012C8 歯科健診・予防事業 542 542 268 ①　感染症対策

歯科健診の際に要する感染予防対策経
費。

入口での検温実施のための人員配置と、
1回あたりの健診受診者数を制限するた
め必要時に健診回数を増やして対応し
た。また、感染対策としてガウン等の消耗
品を購入した。
・健診回数　年3回増加分　歯科医師・歯
科衛生士報償費
・コロナ問診人員配置　年75回分

2

感染症対策を充分にとることにより、健診
受診者及び従事者ともに安心して事業に
参加・従事することができた。

3年度 当初予算 学校教育課 B012J0 小学校健康診断事業 73 73 36 ①　感染症対策

感染症対策に配慮した安心・安全な健康
診断の実施。

感染症対策のため、健康診断で使い捨て
手袋、フェイスシールドを活用した。
【健康診断対象者】児童4,790人及び就学
時健康診断対象者742人

2

感染予防を行い、健康診断を実施するこ
とができた。

3年度 当初予算 学校教育課 B012K0 中学校健康診断事業 37 37 18 ①　感染症対策

感染症対策に配慮した安心・安全な健康
診断の実施。

感染症対策のため、健康診断で使い捨て
手袋、フェイスシールドを活用した。
【健康診断対象者】生徒2,358人

2

感染予防を行い、健康診断を実施するこ
とができた。

3年度 当初予算 高齢福祉課 B016A9
健康長寿アクティブ交流
センター管理運営事業

61 61 30 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 アルコールスプレー、使い捨てキッチン
ペーパー、ビニール袋、除菌作業の方法
を案内したラミネート板、感染予防チェック
シートを１セットにして、貸館時に利用者
へ渡した。

2

当館で集団感染が起きていないことから、
一定の効果があったとみられる。また、利
用者自ら除菌することやチェックシートの
毎回の記入により、感染防止への意識付
けにもなった。

3年度 当初予算 高齢福祉課 B016D6 地域ふれあいルーム事業 10 10 5 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 こまめな手指の消毒、アルコール製剤に
よる身の回りや使用する備品等の消毒を
行った。

2

消毒を徹底したこと、また直接的な接触を
減らしたことから、各ルームで集団感染は
発生しなかった。

3年度 当初予算 健康推進課 B017D0 がん検診事業 132 132 65 ①　感染症対策

各種がん検診実施のための感染予防対
策経費。

感染拡大防止のため、検診受診者に対
し、体調確認問診票等を事前送付し、感
染対策を充分にとることにより、健診受診
者及び従事者ともに安心・安全な会場運
営に努めた。

2

感染対策とともに検診の促進も図ること
ができた。

3年度 当初予算
スポーツ推
進課

B017E0 学校体育施設開放事業 136 136 67 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 体育施設を開放している市内開放校に消
毒用アルコール液を設置し、使用器具等
の消毒を行った。
【購入品】
・アルコール消毒液　357リットル

2

感染症対策を行いながら、学校教育に影
響のないよう安心・安全に学校体育施設
を開放することができた。
　また、学校体育施設使用における感染
防止対策が強化された。

＜基準＞当初の事業目的等に対し、

３：想定を上回る効果が出た

２：想定どおり達成した

１：想定を下回る効果しか出なかった
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3年度 当初予算
スポーツ推
進課

B017G4
生涯スポーツ活動推進事
業

39 39 19 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 スポーツイベント等開催時に消毒用アル
コール液を設置し、参加者及び従事者の
感染対策を実施した。
【購入品】
・アルコール消毒液　102リットル

2

スポーツ活動における感染症対策の徹底
を効果的に実施することができた。また、
安心・安全なスポーツ活動機会の提供に
つなげることができた。

3年度 当初予算
スポーツ推
進課

B017K0 体育施設維持管理事業 385 385 191 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 使用毎にスポーツ施設及び用具の消毒を
行った。
【購入品】
・アルコール消毒液　340リットル
・ペーパータオル　36箱
・使い捨て布　33箱

2

スポーツ施設における感染症対策の徹底
を効果的に実施することができた。また、
安心・安全な施設利用につなげることが
できた。

3年度 当初予算
スポーツ推
進課

B017K5 市民プール維持管理事業 49 49 24 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の消毒及び利用者や従事者の感染
対策を実施した。
【購入品】
・アルコール消毒液　85リットル
・非接触型消毒器　2台

2

スポーツ施設における感染症対策の徹底
を効果的に実施することができた。また、
安心・安全な施設利用につなげることが
できた。

3年度 当初予算 中央図書館 C013E4 中央図書館事業 116 116 57 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 OAクリーナー、ポり手袋、非接触型温度
計、除菌機用消臭抗菌剤など消毒関連費
品を購入し、館内の消毒を行った。 2

感染防止を図ったことで、安心して図書館
を利用していただくことができた。

3年度 当初予算 生涯学習課 C013F4
豊浦地区公民館維持管
理事業

26 26 13 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　26,400円

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。

3年度 当初予算 生涯学習課 C013F5
紫雲寺地区公民館・分館
維持管理事業

26 26 13 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　26,400円

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。

3年度 当初予算 生涯学習課 C013J0
生涯学習センター施設維
持管理事業

224 224 111 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　42,004円
非接触型体温計　9,960円
WC石鹸水入れ取り換え　171,600円

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。

3年度 当初予算 生涯学習課 C013R2 公民館文化祭開催事業 9 9 4 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　8,580円

2

基本的な感染症対策を行い、参加者が安
心して参加できる文化祭を開催すること
ができた。

3年度 当初予算

青少年健全
育成セン
ター・児童
センター

C014B0
放課後子ども教室推進事
業

59 39 20 10 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 消毒用アルコール、使い捨て手袋等の衛
生用品を購入し、施設の消毒及び利用者
や従事者の手指消毒等の感染対策を実
施した。

2

感染防止対策が強化され、安全安心な教
室運営ができた。

3年度 当初予算

青少年健全
育成セン
ター・児童
センター

C014E6
青少年健全育成セン
ター・児童センター管理運
営事業

94 94 47 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 消毒用アルコールを購入し、施設の消毒
及び利用者や従事者の手指消毒等の感
染対策を実施した。 2

施設内の感染対策ができ、来館者が安心
して施設を利用することができた。

3年度 当初予算 生涯学習課 C014H0
青少年宿泊施設管理運
営事業

44 44 22 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　7,920円
パネルパーテーション　36,080円

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。
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3年度 当初予算 文化行政課 C015A1 新発田城公開事業 26 26 13 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 手指消毒液を合計20リットル購入し、新
発田城の来城者に消毒を促すことによ
り、感染症の予防、拡大防止を図った。 2

新発田城への来城を原因とする感染症の
拡大事例などが確認されなかったため。

3年度 当初予算
文化行政課
文化芸術振
興室

C015C1
市民文化会館施設維持
管理事業

13 13 7 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 感染症予防対策として、アルコール消毒
液を確保し衛生対策を行った。

2

感染予防対策として、アルコール消毒液
で衛生対策を実施することで、ガイドライ
ンに沿った公演を開催することができた。

3年度 当初予算 歴史図書館 C015E1 歴史図書館事業 44 44 22 ①　感染症対策
個室トイレに便座クリーナーを設置し、コ
ロナ等感染拡大の防止を図る。

館内すべての個室トイレ10か所に便座ク
リーナーを設置した。 2

衛生的なトイレ環境を保ち、施設内の感
染対策を徹底することができた。

3年度 当初予算 観光振興課 D013B1
旧県知事公舎記念館管
理運営事業

20 20 10 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設にアルコール消毒液を設置し、施設
利用者へ手指消毒を促した。

2

施設利用者に消毒を徹底したことで、感
染者が発生することなく、施設を運営する
ことができた。

3年度 当初予算 観光振興課 D013B2
あやめの湯管理運営事
業

182 182 90 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の入口付近にアルコール消毒液を設
置し、施設利用者へ手指消毒を促した。

2

常連客を含め、多くの利用者がいる中、
消毒を徹底したことで、感染者が発生す
ることなく、施設を運営することができた。

3年度 当初予算 観光振興課 D013B4
カリオンパーク管理運営
事業

36 36 18 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設にアルコール消毒液を設置し、施設
利用者へ手指消毒を促した。

2

多くの利用者がいる中、消毒を徹底したこ
とで、感染者が発生することなく、施設を
運営することができた。

3年度 当初予算 観光振興課 D013B5
天田昭次記念館カリオン
ホール管理運営事業

36 36 18 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設にアルコール消毒液を設置し、施設
利用者へ手指消毒を促した。

2

消毒を徹底したことで、感染者が発生す
ることなく、施設を運営することができた。

3年度 当初予算 観光振興課 D013B8 海水浴場管理運営事業 9 9 4 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 アルコール消毒液を監視所に設置した。

2

消毒を徹底したことで、感染者が発生す
ることなく、監視業務が遂行できた。

3年度 当初予算 観光振興課 D013C4 市島邸管理運営事業 38 38 19 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設にアルコール消毒液を設置し、施設
利用者へ手指消毒を促した。

2

消毒を徹底したことで、感染者が発生す
ることなく、施設を運営することができた。

3年度 当初予算 観光振興課 D015G2
台輪展示館管理運営事
業

36 36 18 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設にアルコール消毒液を設置し、施設
利用者へ手指消毒を促した。

2

消毒を徹底したことで、感染者が発生す
ることなく、施設を運営することができた。

3年度 当初予算 市まち課 E011E0
コミュニティセンター管理
運営事業

143 143 71 ①　感染症対策

市内コミュニティセンターの指定管理者の
感染防止対策を支援する。

市内コミュニティセンターの指定管理者へ
消毒用品を支援した。
【購入品】
・ペーパータオル　11千円
・消毒アルコール 132千円

2

消毒用品を購入支援することで、指定管
理者及び利用者の感染防止対策を行うこ
とができた。
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3年度 当初予算 総務課 E017C0
市庁舎施設維持管理事
務

1,390 1,390 688 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 本庁舎利用者の新型コロナウイルス感染
症防止対策強化を図るため、下記を購入
し、対策を行った。
・便座クリーナー用ディスペンサー　　　
302,500円
・便座クリーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
50,490円
・人工芝マット
726,000円
・飛沫防止スクリーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
214,500円
・二酸化炭素測定器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9,636円
・アルコールディスペンサースプレーボト
ル　　　　　　  86,944円

2

札の辻広場の人工芝エリアの拡大による
3密対策や、便座クリーナーの設置等によ
り、本庁舎利用者の新型コロナウイルス
感染症防止対策強化を図った。

3年度 当初予算 加治川支所 E017PK
加治川支所維持管理事
業

20 20 10 ①　感染症対策

　来庁者の感染症予防のため、手指消毒
用の消毒液を庁舎内に設置する経費。

感染症予防対策として、アルコール消毒
液を確保し、手指消毒等の衛生対策を
行った。
【購入品】
・消毒液　5リットル×3本

2

アルコール消毒液を庁舎内に設置し、庁
舎内での感染拡大防止対策を徹底するこ
とができた。

3年度 当初予算
新発田駅前
複合施設

E017X2
新発田駅前複合施設管
理運営事業

82 82 41 ①　感染症対策

不特定多数の方々が利用する個室トイレ
に便座除菌クリーナーを設置し、感染予
防対策を講じるための経費。

施設内1階から3階の各個室トイレに便座
除菌クリーナー(トイレディスペンサー)を
設置した。
【購入品】
トイレディスペンサー　20基　82,060円

2

施設内１階から3階の各個室トイレに便座
除菌クリーナー(トイレディスペンサー)を
設置し、感染予防対策を講じた。
施設でのクラスター発生を防止するなど、
一定の効果があったと考える。

3年度 当初予算 総務課 N104A0 総務課管理費 51 51 25 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 本庁舎利用者の新型コロナウイルス感染
症防止対策強化を図るため、下記を購入
し、対策を行った。
・エコノミーパーテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　
50,600円

2

本庁舎利用者の新型コロナウイルス感染
症防止対策強化を図った。

3年度 当初予算
スポーツ推
進課

N160A0 保健体育費 84 84 42 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 スポーツイベント等開催時に消毒用アル
コール液を設置し、参加者及び従事者の
感染対策及び使用用具の消毒を実施し
た。
【購入品】
・アルコール消毒液　136リットル
・ペーパータオル　7箱

2

スポーツ活動における感染症対策の徹底
を効果的に実施することができた。また、
安心・安全なスポーツ活動機会の提供に
つなげることができた。

3年度 当初予算 市まち課 N146B0 コミュニティバス運行事業 1,475 1,475 730 ①　感染症対策

公共交通の感染症防止対策を行う。 ・感染防止対策公共交通支援金　1,400千
円（乗合バス事業者500千円×1社=500
千円、タクシー事業者300千円×3社＝
900千円）
・石鹸、ペーパータオル　17千円
・マスク　28千円
・消毒アルコール　16千円
・体温計　1千円
・飛沫防止シールド　13千円

2

公共交通事業者に支援金の支給や備品
等の購入支援をすることで、想定どおりの
感染防止対策を行うことができた。

3年度 当初予算 健康推進課 B012E0
市民のきずなを深めいの
ちを守る事業(自殺対策事
業）（うつスクリーニング）

269 269 134 ④　その他

コロナ禍における自殺予防止対策に要す
る経費。

自殺のハイリスクになるうつ傾向の早期
発見のため、50歳代の男性1,368人を対
象にアンケート式のスクリーニングを実施
した。

2

回答結果の一部を広報を通じて市民に還
元し啓発につなげた。
支援が必要な人に対して継続した関わり
を開始できた。
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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　交付対象事業の実施状況及び評価

251,997 43,006 0 208,991 173,574 

計画年度 予算措置 課等名
事務事業

コード
事務事業名称

対象
事業費

国県補助
その他
特財

一般財源
（別掲）

コロナ交付金
充当額

事業区分 事業概要 実施状況 効果 評価・分析・課題

＜基準＞当初の事業目的等に対し、

３：想定を上回る効果が出た

２：想定どおり達成した

１：想定を下回る効果しか出なかった

3年度 当初予算 保険年金課 B013N7 傷病給付金支給事業 204 204 101 ④　その他

傷病手当金の支給対象外となっている個
人事業主（国民健康保険または後期高齢
者医療制度に加入する被保険者）に対
し、新型コロナウイルス感染時の最低限
の収入を保障する。

申請のあった個人事業主6名に対して、
4,000円×療養日数（7日ごとに1日除く）を
支給した。

4,000円×51日（延べ日数）＝204,000円
2

市独自の支給制度であり、対象者の最低
限の収入を保障できた。

3年度
9月追加
補正②

農林水産課 D012H7
新発田牛ブランド化推進
事業

3,000 900 2,100 1,039 ②-1　経済対策

新発田牛のブランド化を進め、観光業・飲
食業への需要喚起につなげるための経
費について支援する。

新発田牛推進協議会へ負担金を支出し、
アスパラ横丁とのコラボイベント等を実施
したほか、新発田牛のPR活動を実施し
た。

2

各種取り組みによる消費の拡大により、コ
ロナ禍で打撃を受けた生産農家への支援
や、認知度の向上につなげることができ
た。

3年度 6月補正 観光振興課 D013B2
あやめの湯管理運営事
業

101 101 50 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の入口付近にアルコール消毒液を設
置し、施設利用者へ手指消毒を促した。

2

常連客を含め、多くの利用者がいる中、
消毒を徹底したことで、感染者が発生す
ることなく、施設を運営することができた。

3年度 6月補正 観光振興課 D013B3
観光交流施設管理運営
事業

41 41 21 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の入口に非接触型温度計を設置し、
施設の衛生管理に活用した。

2

検温により施設の安全を維持することが
でき、感染者が発生することなく、施設を
運営することができた。

3年度 6月補正 観光振興課 D013B5
天田昭次記念館カリオン
ホール管理運営事業

21 21 10 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の入口に非接触型温度計を設置し、
施設の衛生管理に活用した。

2

検温により施設の安全を維持することが
でき、感染者が発生することなく、施設を
運営することができた。

3年度 6月補正 観光振興課 D013C4 市島邸管理運営事業 21 21 10 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の入口に非接触型温度計を設置し、
施設の衛生管理に活用した。

2

検温により施設の安全を維持することが
でき、感染者が発生することなく、施設を
運営することができた。

3年度 6月補正 観光振興課 N176A0 観光総務費 101 101 50 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策に要する経費。 施設の入口に非接触型温度計を設置し、
施設の衛生管理に活用した。

2

検温により施設の安全を維持することが
でき、感染者が発生することなく、施設を
運営することができた。

3年度
6月追加

補正
健康推進課 B012A0

保健センター管理運営事
業

29,799 29,799 19,643 ①　感染症対策

常設のワクチン接種会場を設けるため、
市保健センターにおける感染防止対策と
して、空調設備等の改修を行う。

施設内における換気機能の改善・向上を
図るため、空調設備の改修工事を実施し
た。 2

施設の換気機能を強化したことにより、来
場者の安心・安全を確保し、感染対策とと
もに接種の促進も図ることができた。

3年度 当初予算 総務課 N104A0 総務課管理費 48 48 24 ①　感染症対策

新型コロナウイルス感染者の発生状況等
について、FM放送やチラシ配布等により
お知らせし、注意喚起を図る。

市民に感染防止対策の周知を図るため、
周知文を全戸配布した。
・封筒　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
48,400円

2

市民に感染防止対策の周知を図ることが
できた。

3年度 当初予算 地域安全課 A021C0 災害対策事業 54 54 27 ①　感染症対策

新型コロナウイルス感染者の発生状況等
について、FM放送やチラシ配布等により
お知らせし、注意喚起を図る。

新型コロナウイルス感染症まん延を受
け、感染症対策等を徹底するよう市長か
ら市民に向けたメッセージチラシを全戸配
布した。

2

感染症対策に関するメッセージチラシを
市長から、市民に向け、全戸配布したこと
により、感染拡大の抑制に繋げることが
できた。

3年度 当初予算
みらい創造
課

E017GE 広報発行事業 494 494 245 ①　感染症対策

新型コロナウイルス感染者の発生状況等
について、FM放送やチラシ配布等により
お知らせし、注意喚起を図る。

新型コロナワクチン接種の案内、特別警
報に伴う市の対応やまん延防止等重点
措置のお知らせ、保健所の対応の変更な
どに係る周知チラシを作成し、全戸に配
布した。（計6回、各回約39,000枚）

2

感染状況に応じた対応や注意喚起などの
チラシを全世帯に配布することで、感染拡
大予防などの情報について、確実に周知
することができた。

3年度 当初予算
みらい創造
課

E017GF FM広報事業 361 361 179 ①　感染症対策

新型コロナウイルス感染者の発生状況等
について、FM放送やチラシ配布等により
お知らせし、注意喚起を図る。

感染者の発生状況をお知らせし、注意喚
起を図った。

2

感染者の発生状況をお知らせすること
で、感染拡大予防の注意喚起につなげる
ことができた。
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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　交付対象事業の実施状況及び評価

251,997 43,006 0 208,991 173,574 

計画年度 予算措置 課等名
事務事業

コード
事務事業名称

対象
事業費

国県補助
その他
特財

一般財源
（別掲）

コロナ交付金
充当額

事業区分 事業概要 実施状況 効果 評価・分析・課題

＜基準＞当初の事業目的等に対し、

３：想定を上回る効果が出た

２：想定どおり達成した

１：想定を下回る効果しか出なかった

3年度 9月補正
みらい創造
課

E017GF FM広報事業 3,351 3,351 1,658 ①　感染症対策

新型コロナウイルス感染者の発生状況等
について、FM放送やチラシ配布等により
お知らせし、注意喚起を図る。

新型コロナワクチン接種の案内、特別警
報に伴う市の対応やまん延防止等重点
措置のお知らせ、保健所の対応の変更な
どに係る放送（1回平均1分）を、542回放
送した。

2

感染状況に応じて日々更新される情報
を、迅速かつ正確に情報発信することで、
感染拡大予防について広く周知すること
ができた。

3年度 当初予算 税務課 E017M1 市民税賦課事業 864 864 428 ①　感染症対策

確定申告が全国一律で1か月延長された
ことに対応するための臨時・パート職員の
報酬等に要する経費。

確定申告・市県民税申告受付期間が1月
延長されたことによる対応。

2

延長分の申告書の処理を臨時・パート職
員が行うことで、市民税賦課業務をス
ムーズに進めることができた。

3年度
9月追加
補正①

商工振興課 D011H0
【事業者支援分】
緊急経済対策事業-緊急
経済対策家賃補助金  

7,934 7,934 7,934
②-2　経済対策
　（事業者支援）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い、事業継続に困っているスナック等の小
規模飲食事業者に対し、家賃相当額を支
援する。

■スナック等家賃補助金
「スナック」、「バー」、「ラウンジ」又は　「パ
ブ」の営業を行う事業者に対し、10万円を
上限に2ヵ月分の家賃補助を実施した。
■申請期間：令和3年9月～10月
■支給決定数：　 86件

2

感染症の影響を特に大きく受けた社交飲
食関係業種への支援につながった。

3年度
9月追加
補正①

商工振興課 D011H0
【事業者支援分】
緊急経済対策事業-売上
減少事業者支援金 

23,100 23,100 23,100
②-2　経済対策
　（事業者支援）

新型コロナウイルス感染症拡大により売
上が減少し、かつ新潟県が実施する支援
の対象とならない事業者に対し、事業継
続のため支援を行う。

■売上減少事業者支援金
売上の減少を支援の根拠とする国の月次
支援金や県支援金などの制度で対象とな
らなかった事業者に対し、10万円を支援し
た。
■申請期間：令和3年9月～11月　
■支援件数：231件

2

幅広い業種の事業者に対し支援すること
ができた。

3年度
9月追加
補正①

商工振興課 D011H0
【事業者支援分】
緊急経済対策事業-売上
減少事業者支援金 

9,900 9,900 9,900
②-2　経済対策
　（事業者支援）

新型コロナウイルス感染症拡大により売
上が減少し、かつ新潟県が実施する支援
の対象とならない事業者に対し、事業継
続のため支援を行う。

■売上減少事業者支援金（第2期）
売上の減少を支援の根拠とする国の月次
支援金などの制度で対象とならなかった
事業者に対し、10万円を支援した。
■申請期間：令和4年2月～3月　
■支援件数：99件

2

幅広い業種の事業者に対し支援すること
ができた。

3年度
9月追加
補正①

商工振興課 D011H0
緊急経済対策実行委員
会負担金

1,000 1,000 495 ②-1　経済対策

新型コロナウイルス感染症拡大により、
売上が減少する飲食業への消費喚起対
策として支援を行う。

令和4年3月～4月実施の今・得キャン
ペーンのＰＲチラシの新聞折込とWEB改
修を実施した。
■新聞折り込み　2回
■ＷＥＢ改修　　　1回

2

市報以外の媒体を積極的に活用すること
により、市民や事業者等に広く制度内容
を周知しキャンペーン利用促進につなげ
ることができた。

3年度
9月追加
補正①

商工振興課 D011H0
緊急経済対策事業補助
金 

8,963 8,963 4,435 ②-1　経済対策

新型コロナウイルス感染症拡大により、
売上が減少する飲食業への消費喚起対
策として支援を行う。

■今・得キャンペーン（飲食）
コロナ禍で低迷する市内飲食店経営を支
援するため、飲食店が定めたコース料理
やテイクアウトの料金の一部を割り引き、
その割引額の全部又は一部を補助した。
■期間
令和3年5月～10月、令和4年3月～4月

2

キャンペーンにより、食品卸売業や酒店、
タクシー利用など、飲食業を取り巻くサプ
ライチェーン維持に寄与した。
キャンペーン期間外は飲食店の利用が落
ち込む傾向にあることから、効果の持続
につながる事業を検討する。

3年度
9月追加
補正①

観光振興課 D013N3
【事業者支援分】
緊急経済対策事業（旅
館・ホテル事業者支援）

25,815 25,815 25,815
②-2　経済対策
　（事業者支援）

特別警報発令に伴う新潟県の新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止協力金の支給
対象とならない市内宿泊事業者に対する
補助金の支出により事業継続を支援す
る。

感染拡大により影響を受けた事業者に対
し、補助金を交付した。
31事業者　25,815,234円（売上減少額に
応じた算定・1事業者上限150万円） 2

感染拡大による売上減少等の影響に対
し、必要な支援を行い、事業継続に繋げ
ることができた。

3年度
9月追加
補正①

観光振興課 D013N3
【事業者支援分】
緊急経済対策事業（観光
バス事業者支援）

3,000 3,000 3,000
②-2　経済対策
　（事業者支援）

特別警報発令に伴う新潟県の新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止協力金の支給
対象とならない市内バス事業者に対する
補助金の支出により事業継続を支援す
る。

感染拡大により影響を受けた事業者に対
し、補助金を交付した。
6事業者　3,000,000円（バスの保有台数
に応じた算定・1事業者上限50万円） 2

感染拡大による売上減少等の影響に対
し、必要な支援を行い、事業継続に繋げ
ることができた。
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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　交付対象事業の実施状況及び評価

251,997 43,006 0 208,991 173,574 

計画年度 予算措置 課等名
事務事業

コード
事務事業名称

対象
事業費

国県補助
その他
特財

一般財源
（別掲）

コロナ交付金
充当額

事業区分 事業概要 実施状況 効果 評価・分析・課題

＜基準＞当初の事業目的等に対し、

３：想定を上回る効果が出た

２：想定どおり達成した

１：想定を下回る効果しか出なかった

3年度
9月追加
補正①

観光振興課 D013N3
【事業者支援分】
緊急経済対策事業（芸妓
支援）

1,527 1,527 1,527
②-2　経済対策
　（事業者支援）

新型コロナウイルス感染症拡大により営
業機会を喪失した月岡芸妓への経済的
支援による芸妓文化の保全を目的とす
る。

感染拡大により影響を受けた事業者に対
し、補助金を交付した。
芸妓事業者17名　1,527,000円（家賃相当
額の補助・1名上限10万円） 2

芸妓文化の保全のため、感染拡大による
売上減少等の影響に対し、必要な支援が
できた。

3年度 当初予算 情報政策課 E016A1
住民情報システム管理運
営事業

198 198 177 ①　感染症対策

感染拡大地域（東京）への移動を抑え、職
員の感染予防に寄与する。

コンビニ交付システムにおける工程試験
を委託することにより、感染拡大予防対
応することができた。 2

感染予防対策を実施できたことにより、通
常業務を安定的に稼働することができ
た。

3年度
9月追加
補正②

健康推進課 B012E1
新型コロナウイルス感染
症予防事業

41,152 14,919 26,233 23,427 ①　感染症対策

感染した場合に拡大リスクが高いと思わ
れる対象者に対し、PCR検査や抗原検査
キットの事前配布を行い、感染拡大を未
然に防ぐ。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
防止するため、希望する小・中学校及び
保育園等の児童生徒や職員、また、成人
式対象者等に対して、PCR等検査及び抗
原定性検査キットの配布を実施した。
・PCR検査（小・中学校及び保育園等）　
5,739件
・抗原検査キット配布
　（小・中学校、保育園及び成人式対象者
等）　22,650件　

2

希望する対象者に検査を実施すること
で、感染拡大の防止に寄与するとともに、
日常生活に安心感をもたらした。

3年度 2月補正 市まち課 E011E0
コミュニティセンター管理
運営事業

2,255 2,255 2,014 ①　感染症対策

空調設備等の改修により、感染症予防対
策を図る。

五十公野コミュニティセンター室外機修繕
1,045千円、室内機修繕1,210千円

2

施設の換気機能が強化され、利用者の安
心・安全の確保につながった。

3年度 1月臨時 地域整備課 N185B0 土木総務費 542 542 484 ①　感染症対策

トイレの換気設備設置により、感染症予
防対策を図る。

地域整備庁舎の男子トイレ及び女子トイ
レ（1階、2階に各1個所）に換気設備を設
置した。

2

これまで換気設備がなく、感染症対策とし
ても衛生的にも好ましくない状況であった
が、設置により換気が良くなった。設置以
降、庁舎の換気不足による感染症の発生
等は起こっていない。また、臭い等も改善
し、来庁者にも安心してトイレを利用して
いただけるようになった。

3年度
12月補正

初日
高齢福祉課 B0１４D5

灯油購入費助成金支給
事業（高齢福祉課分）

1,895 1,895 1,692 ②-1　経済対策

原油価格の高騰に伴う灯油価格上昇によ
り大きな影響を受けると思われる市民を
対象に、灯油等購入費の一部助成金を
支給し、経済的負担の軽減を図る。

制度について広報誌等で周知を行った上
で対象となる可能性のある世帯すべてに
申請書を発送し、合計3,453世帯に対し灯
油等購入費の助成を行った。 2

灯油等購入費の負担増が考えられる12
月から2月までの約3か月の間に、対象と
なる世帯に対し速やかに助成金の振込を
行うことができた。

3年度
12月補正

初日
こども課   B014D6

灯油購入費助成金支給
事業（こども課分）

28 28 25 ②-1　経済対策

原油価格の高騰に伴う灯油価格上昇によ
り大きな影響を受けると思われる市民を
対象に、灯油等購入費の一部助成金を
支給し、経済的負担の軽減を図る。

原油価格の高騰を受け、低所得の子育て
世帯に対し、灯油購入費を助成した。
・助成世帯数：315世帯 2

原油価格の高騰の影響を受けている低
所得の子育て世帯に対し灯油購入費を
支給することで、経済的負担を軽減した。

3年度
12月補正

初日
社会福祉課 B014D7

灯油購入費助成金支給
事業（社会福祉課分）

614 614 563 ②-1　経済対策

原油価格の高騰に伴う灯油価格上昇によ
り大きな影響を受けると思われる市民を
対象に、灯油等購入費の一部助成金を
支給し、経済的負担の軽減を図る。

原油価格の高騰に伴う灯油価格上昇によ
り大きな影響を受けると思われる世帯を
対象に、灯油等購入費の助成金として１
世帯当たり5千円を支給した。 2

原油価格の高騰対策として、灯油購入費
の一部を助成することで、経済的負担の
軽減を図ることができた。

3年度 12月補正 高齢福祉課 B016C1
高齢者住宅整備支援事
業

229 229 205 ④　その他

コロナ禍により、以前よりも長時間の在宅
生活を余儀なくされている高齢者及び障
害者の住宅を、身体状況に適したものに
改造等を行う際に要する経費への補助
金。

要介護認定の高齢者が在宅で生活でき
るように、身体状況に適した住宅整備に
ついて、申請のあった12件を対象に補助
金助成を行った。 2

要介護認定の高齢者について、在宅で生
活を送れるように住宅整備を行っているこ
とから、一定の効果があったと思われる。

3年度 当初予算 人事課 E017E0 職員健康管理事業 1,327 1,327 1,185 ①　感染症対策

職員の体調管理及び感染拡大防止を徹
底し、職員の感染拡大防止等に寄与す
る。

職員が新型コロナウイルス陽性となった
場合に職場内での濃厚接触者を特定す
るため、対象者にPCR検査又は抗原検査
を実施した。

2

業務継続の観点から、職場内の濃厚接
触者とを特定し、検査を実施したことで、
窓口等の閉鎖を防止することができた。
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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　交付対象事業の実施状況及び評価

251,997 43,006 0 208,991 173,574 

計画年度 予算措置 課等名
事務事業

コード
事務事業名称

対象
事業費

国県補助
その他
特財

一般財源
（別掲）

コロナ交付金
充当額

事業区分 事業概要 実施状況 効果 評価・分析・課題

＜基準＞当初の事業目的等に対し、

３：想定を上回る効果が出た

２：想定どおり達成した

１：想定を下回る効果しか出なかった

3年度 当初予算 維持管理課 N186C0 除雪費 218 218 194 ①　感染症対策

職員の体調管理及び感染拡大防止を徹
底し、職員の感染拡大防止等に寄与す
る。

抗原検査ペン200個を購入し、感染疑い
のある職員の検査に利用した。

2

検査結果に基づき、適切な感染拡大防止
策を実施することで、クラスターの発生を0
件に防止することができた。

3年度 9月補正 生涯学習課 C013H4 成人式開催事業 254 254 226 ①　感染症対策

令和3年及び令和4年成人式の開催に伴
う新型コロナウイルス感染症拡大防止を
目的とする。

感染症対策として式典のオンライン配信
及び分散開催に加え、参加者に対して感
染拡大防止対策に係る周知を実施した。

オンライン配信業務委託　198,000円
オンライン配信著作権使用料　8,800円
無線機借上　30,800円
感染拡大防止周知書類消耗品  15,934円

2

基本的な感染症対策を行い、参加者が安
心して参加できる成人式を開催すること
ができ、クラスターの発生も防止できた。

3年度 1月臨時 観光振興課 D013B2
あやめの湯管理運営事
業

152 152 136 ①　感染症対策

観光施設等の衛生対策を実施すること
で、施設利用者及び職員の感染防止に
寄与する。

施設の入口付近にアルコール消毒液を設
置し、施設利用者へ手指消毒を促した。

2

常連客を含め、多くの利用者がいる中、
消毒を徹底したことで、感染者が発生す
ることなく、施設を運営することができた。

3年度 1月臨時 観光振興課 D013B4
カリオンパーク管理運営
事業

36 36 32 ①　感染症対策

観光施設等の衛生対策を実施すること
で、施設利用者及び職員の感染防止に
寄与する。

施設にアルコール消毒液を設置し、施設
利用者へ手指消毒を促した。

2

多くの利用者がいる中、消毒を徹底したこ
とで、感染者が発生することなく、施設を
運営することができた。

3年度 1月臨時 観光振興課 D013B5
天田昭次記念館カリオン
ホール管理運営事業

33 33 30 ①　感染症対策

観光施設等の衛生対策を実施すること
で、施設利用者及び職員の感染防止に
寄与する。

施設にアルコール消毒液を設置し、施設
利用者へ手指消毒を促した。

2

多くの利用者がいる中、消毒を徹底したこ
とで、感染者が発生することなく、施設を
運営することができた。

3年度 1月臨時 観光振興課 D013C4 市島邸管理運営事業 36 36 32 ①　感染症対策

観光施設等の衛生対策を実施すること
で、施設利用者及び職員の感染防止に
寄与する。

施設にアルコール消毒液を設置し、施設
利用者へ手指消毒を促した。

2

多くの利用者がいる中、消毒を徹底したこ
とで、感染者が発生することなく、施設を
運営することができた。

3年度 1月臨時 生涯学習課 B017P1
紫雲寺地区体育施設維
持管理事業

17 17 16 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策を実施することで、職
員及び利用者の感染防止に寄与する。

施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　4,163円
リキッドディスペンサー等　13,772円

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。

3年度 1月臨時 生涯学習課 C013F4
豊浦地区公民館維持管
理事業

117 117 104 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策を実施することで、職
員及び利用者の感染防止に寄与する。

施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　33,000円
サーマルカメラ　83,600円

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。

3年度 1月臨時 生涯学習課 C013F5
紫雲寺地区公民館・分館
維持管理事業

167 167 149 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策を実施することで、職
員及び利用者の感染防止に寄与する。

施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　33,000円
サーマルカメラ　99,000円
リキッドディスペンサー等35,171円

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。

3年度 1月臨時 生涯学習課 C013F6
加治川地区公民館・分館
維持管理事業

189 189 170 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策を実施することで、職
員及び利用者の感染防止に寄与する。

施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　79,200円
便座除菌クリーナー　27,170円
サーマルカメラ　83,600円

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。
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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　交付対象事業の実施状況及び評価

251,997 43,006 0 208,991 173,574 

計画年度 予算措置 課等名
事務事業

コード
事務事業名称
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事業費

国県補助
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特財
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＜基準＞当初の事業目的等に対し、

３：想定を上回る効果が出た

２：想定どおり達成した

１：想定を下回る効果しか出なかった

3年度 1月臨時 生涯学習課 C013J0
生涯学習センター施設維
持管理事業

160 160 143 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策を実施することで、職
員及び利用者の感染防止に寄与する。

施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　76,030円
サーマルカメラ　83,600円　

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。

3年度 1月臨時 生涯学習課 C014H0
青少年宿泊施設管理運
営事業

106 106 95 ①　感染症対策

庁舎等の衛生対策を実施することで、職
員及び利用者の感染防止に寄与する。

施設の消毒及び利用者や従事者の手指
消毒等の感染対策を実施した。
【購入品】
消毒液　7,416円
サーマルカメラ　99,000円

2

基本的な感染症対策を行い、来館者が安
心して利用できる施設運営を行うことがで
きた。

3年度 当初予算 環境衛生課 A028B0
広域ごみ処理施設運営事
業
（クリーンセンター分）

73 73 65 ④　その他

新発田地域広域事務組合が実施する庁
舎等の衛生対策に要する経費について、
構成市町村別に事業費を按分し、負担金
として拠出する。

新発田地域広域事務組合が実施する庁
舎等の衛生対策に要する経費について、
構成市町村別に按分された事業費を負
担金として拠出した。 2

リモート会議、見学用設備としてモニター
を購入し、職員及び来庁者の感染予防と
安心につながった。
広域所管施設におけるクラスターの発生
はなかった。

3年度 当初予算 環境衛生課 A028B0
広域ごみ処理施設運営事
業
（虹の里交流館分）

100 100 89 ④　その他

新発田地域広域事務組合が実施する庁
舎等の衛生対策に要する経費について、
構成市町村別に事業費を按分し、負担金
として拠出する。

新発田地域広域事務組合が実施する庁
舎等の衛生対策に要する経費について、
構成市町村別に按分された事業費を負
担金として拠出した。 2

アルコール等の購入により、庁舎等の衛
生対策により、職員及び来庁者の感染予
防と安心につながった。
広域所管施設におけるクラスターの発生
はなかった。

3年度 当初予算
高齢福祉課
（介護特会）

N164B0
介護保険事業特別会計
繰出金（介護認定審査会
参画事業）

39 39 35 ④　その他

新発田地域広域事務組合が実施する庁
舎等の衛生対策に要する経費について、
構成市町村別に事業費を按分し、負担金
として拠出する。

令和3年度において介護認定審査会を
240回開催した。5名程度の学識経験者に
より構成される合議体を10班体制で行
い、1班当たり24回の審査会を実施した。

2

手指消毒やパーテーション設置等の衛生
対策を行い、計画どおり審査会を開催す
ることができたため。

3年度 当初予算 地域安全課 A022A0
広域常備消防活動運営
事業

246 246 220 ④　その他

新発田地域広域事務組合が実施する庁
舎等の衛生対策に要する経費について、
構成市町村別に事業費を按分し、負担金
として拠出する。

新発田地域広域事務組合が実施する庁
舎等の衛生対策に要する経費について、
構成市町村別に按分された事業費を負
担金として拠出した。 2

アルコール等の購入により、庁舎等の衛
生対策により、職員及び来庁者の感染予
防と安心につながった。
広域所管施設におけるクラスターの発生
はなかった。

3年度 当初予算
みらい創造
課

E017J0
新発田地域広域事務組
合参画事業（企画・一般
管理）

46 46 41 ④　その他

新発田地域広域事務組合が実施する庁
舎等の衛生対策に要する経費について、
構成市町村別に事業費を按分し、負担金
として拠出する。

新発田地域広域事務組合のオンライン会
議環境の整備や消毒用アルコール購入
に係る経費について、構成市町村別に按
分された事業費を負担金として拠出した。 2

アルコール等の購入により、庁舎等の衛
生対策を推進したことで、３密を回避する
とともに、職員を含む施設利用者の感染
予防に寄与した。
広域所管施設におけるクラスターの発生
はなかった。

3年度 当初予算 社会福祉課 B015D2
下越福祉行政組合参画
事業
（中井さくら園成人部）

155 155 138 ④　その他

下越福祉行政組合が実施する庁舎等の
衛生対策に要する経費について、構成市
町村別に事業費を按分し、負担金として
拠出する。

下越福祉行政組合が実施する庁舎等の
衛生対策に要する経費について、構成市
町村別に事業費を按分し、負担金として
拠出した。

2

新型コロナウイルス感染症対策として、消
毒薬等の購入に係る経費を負担すること
で、利用者が安心して過ごせる環境整備
につながった。

3年度 当初予算 社会福祉課 B015D2
下越福祉行政組合参画
事業
（ひまわり荘）

190 190 170 ④　その他

下越福祉行政組合が実施する庁舎等の
衛生対策に要する経費について、構成市
町村別に事業費を按分し、負担金として
拠出する。

下越福祉行政組合が実施する庁舎等の
衛生対策に要する経費について、構成市
町村別に事業費を按分し、負担金として
拠出した。

2

新型コロナウイルス感染症対策として、消
毒薬等の購入に係る経費を負担すること
で、利用者が安心して過ごせる環境整備
につながった。
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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　交付対象事業の実施状況及び評価

251,997 43,006 0 208,991 173,574 

計画年度 予算措置 課等名
事務事業

コード
事務事業名称

対象
事業費

国県補助
その他
特財

一般財源
（別掲）

コロナ交付金
充当額

事業区分 事業概要 実施状況 効果 評価・分析・課題

＜基準＞当初の事業目的等に対し、

３：想定を上回る効果が出た

２：想定どおり達成した

１：想定を下回る効果しか出なかった

3年度 12月補正 健康推進課 B017D0 がん検診事業 376 376 336 ④　その他

「健（検）診結果等の様式の標準化」と「健
（検）診情報連携」のため、当市の保健シ
ステムを改修する。

マイナポータルで健（検）診結果等を閲覧
できるように、また各医療機関で実施する
健（検）診結果等を当市の保健システム
に取り込むことができるように、システム
の改修を行った。

2

健（検）診結果等の取り込みで、基礎疾患
等を持つ市民の早期把握に繋がり、結
果、新型コロナウイルス感染症を始めとし
た各種感染症・疾患等に対して、これまで
以上に有効な施策の検討が可能になるこ
とが期待される。
また、マイナポータルで健（検）診結果等
を閲覧できるようになるため、市民の健康
への意識向上に繋がり、コロナ禍の早期
収束にも資することが期待される。

3年度 1月臨時 教育総務課 C012X0
学校給食調理場施設整
備事業

1,292 1,292 1,154 ①　感染症対策

空調設備の改修により、感染症予防対策
を図る。

下記施設の空調設備の改修を行った。
・川東共同調理場　4台
・北共同調理場　1台 2

空調能力を向上させ、換気による外気温
の影響を最小限にとどめることにより、安
全な給食提供、良好な労働環境に資する
ことができた。

3年度 1月臨時 農林水産課 D012H9
燃油価格高騰対策緊急
支援事業

4,399 4,399 3,928 ②-1　経済対策

燃油高騰の影響を受けた稲作農家及び
施設園芸農家に対する燃料費の一部を
緊急的に支援する。

対象のうち、先に申請が取りまとまった加
温設備を有する施設園芸農家に対し、農
業経営の下支えとなる支援を行った。
施設園芸農家75件 2

県内でもいち早く農業経営の下支えとな
る支援を行い、持続可能な農業へつなげ
ることができた。

3年度 1月臨時 商工振興課 D011H0 緊急経済対策事業 13,447 13,447 11,915 ②-1　経済対策

プレミアム商品券・飲食券を発行し、市民
の生活支援と同時に消費喚起を図る。

市内経済の活性化及び生活支援を図る
ため、今・得プレミアム商品券及び飲食券
（どちらも500円/枚）を発行した。

■実績
【プレミアム飲食券】
（令和3年11月 ～ 令和4年3月）
・6,500円分（13枚）の飲食券を5,000円で
販売（販売数：10,000冊）

2

約2億7千万円相当（換金実績99.5%）の商
品券・飲食券の流通により、市民ならびに
事業者それぞれの経済活動の活性化に
寄与した。

今後は地域内における他の消費喚起策と
この商品券等の利用の連動をより意識
し、相乗効果による効果の上昇を図る。

3年度 当初予算 商工振興課 D011H0
飲食店感染症対策支援
事業

75 75 67 ①　感染症対策

飲食店等の感染防止対策に係る設備や
備品購入の支援を行う。

■飲食店感染症対策補助金
新型コロナウイルス感染防止対策認証制
度の認証を受けることを目的とした感染
防止対策設備の導入に係る補助金の交
付を行った。
■受付期間　令和4年2月～令和4年4月
■認定件数　1件（年度内決定分）

2

申請対象を未認証店に限定して制度の
運用を開始した。現年度内の実績は１件
だが、申請期限を翌年度に設定し繰越分
もあることから、引き続き未認証店に認証
取得を誘導し、飲食店利用者の安心・安
全な環境の整備を目指す。

3年度 当初予算 教育総務課 C012V0 学校給食管理運営事業 3,798 3,798 3,392 ④　その他

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
よる臨時休校に伴い、給食食材のキャン
セルをすることで影響を受ける食材納入
業者の収入確保を図り、安定的な給食食
材の供給を確保する。

対象業者22社に対し、学校給食キャンセ
ル対応不可食材等費を支出した。

2

急な休校、学年・学級閉鎖に伴う、学校給
食キャンセル対応不可食材等費につい
て、納入業者の収入確保が図れつつ、対
象保護者の経済的負担軽減が図れた。

3年度 当初予算 こども課   B011C2
子どもデイサービス（一時
預かり）事業

2,352 1,568 784 388 ①　感染症対策

一時預かり事業を実施する私立園への新
型コロナウイルス感染症対策経費の助
成。

一時預かり事業を実施する私立園に対
し、新型コロナウイルス感染症対策経費
を助成した。
・実施園数：18園 2

消毒等に係る職員の人件費やマスク・消
毒液、空気清浄機等の購入費に充てるこ
とで、感染拡大防止の環境整備が促進さ
れ大きな効果があったと考える。

3年度 6月補正

青少年健全
育成セン
ター・児童
センター

C014G2 児童クラブ運営事業 2,137 1,422 715 354 ①　感染症対策

児童クラブ運営事業における感染予防対
策の強化。

アクリルパネル、座卓、消毒用アルコール
等を購入した。
小学校の臨時休校に伴い、児童クラブを
午前中から開設するための指導員を配置
した。

2

感染防止対策が強化され、児童クラブを
休所することなく開設することができた。
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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　交付対象事業の実施状況及び評価

251,997 43,006 0 208,991 173,574 

計画年度 予算措置 課等名
事務事業

コード
事務事業名称

対象
事業費

国県補助
その他
特財

一般財源
（別掲）

コロナ交付金
充当額

事業区分 事業概要 実施状況 効果 評価・分析・課題

＜基準＞当初の事業目的等に対し、

３：想定を上回る効果が出た

２：想定どおり達成した

１：想定を下回る効果しか出なかった

3年度 6月補正 こども課   B011K5 幼稚園管理運営事業 502 250 252 125 ①　感染症対策

公立幼稚園における新型コロナウイルス
感染症対策経費の助成。

公立幼稚園で新型コロナウイルス感染症
対策を実施した。
・実施園数：1園 2

感染対策に係るマスク・消毒液等の購入
費に充てることで、感染拡大防止の環境
整備が促進され大きな効果があったと考
える。

3年度 6月補正 学校教育課 C011R3
小学校学力向上推進事
業

5 2 3 1 ④　その他

コロナ対策等に資する教職員研修の支
援。

タブレットを活用し、家庭でも学習できるよ
うに研修を行った際の講師謝礼。実施校
数：1校 2

教職員のICT研修を行ったことにより、コ
ロナ禍でもタブレットを使い、教育活動を
円滑に継続することができた。

3年度 6月補正 教育総務課 C012E1 小学校管理運営事業 1,195 597 598 296 ④　その他

学校活動継続に伴う感染症対策・学習保
障等に係る支援。

消毒液等の保健衛生用品や非接触型体
温計、教室における3密対策として、空気
清浄機等の備品整備を実施した。（豊浦
小学校：R3新設校）

2

児童の学びの保障のため、感染症対策を
等を徹底しながら、状況に応じた学校で
の教育活動支援を行った。

3年度 6月補正
文化行政課
文化芸術振
興室

C015C1
市民文化会館施設維持
管理事業

5,312 2,654 2,658 1,315 ①　感染症対策

新発田市民文化会館におけるトイレの手
洗い蛇口自動水洗化やオンライン配信環
境の整備等により、感染症防止対策を行
う。

空調設備の保守点検、施設内のトイレ手
洗い蛇口自動水洗化整備、映像配信の
Wi-Fi環境の整備を実施した。

2

大ホールやロビーなどの空調の保守点検
を行い、さらにトイレの手洗い自動水洗化
を実施し環境整備を行った。また、Wi‐Fi
設備を設置し、配信環境が確保でき、感
染症対策に配慮した事業が実施できた。

3年度 9月補正 こども課 B011C4 私立保育園支援事業 10,400 5,200 5,200 2,888 ①　感染症対策

保育園、認定こども園における新型コロナ
ウイルス感染症対策経費の助成。

私立保育園11園、認定こども園10園の計
21園に対し、新型コロナウイルス感染症
対策経費を助成した。

2

消毒等に係る職員の人件費やマスク・消
毒液、空気清浄機等の購入費に充てるこ
とで、感染拡大防止の環境整備が促進さ
れ大きな効果があったと考える。

3年度 当初予算 こども課 B011B0 保育園運営事業 1,038 519 519 519 ①　感染症対策

公立保育園における新型コロナウイルス
感染症対策経費の助成。

公立保育園13園で新型コロナウイルス感
染症対策を実施した。

2

感染対策に係る消毒液等の購入費に充
てることで、感染拡大防止の環境整備が
促進され大きな効果があったと考える。

3年度 12月補正 健康推進課 B017D0 がん検診事業 3,575 1,787 1,788 1,597 ④　その他

「健（検）診結果等の様式の標準化」のた
め、当市の保健システムを改修する。

各医療機関で実施する健（検）診結果等
を当市の保健システムに取り込むことが
できるように、システムの改修を行った。

2

健（検）診結果等の取り込みで、基礎疾患
等を持つ市民の早期把握に繋がり、結
果、新型コロナウイルス感染症を始めとし
た各種感染症・疾患等に対して、これまで
以上に有効な施策の検討が可能になるこ
とが期待される。

3年度 12月補正 健康推進課 B017D0 がん検診事業 2,616 1,744 872 779 ④　その他

「健（検）診情報連携」のため、当市の保
健システムを改修する。

マイナポータルで健（検）診結果等を閲覧
できるように、システムの改修を行った。

2

マイナポータルで健（検）診結果等を閲覧
できるようになるため、市民の健康への意
識向上に繋がり、コロナ禍の早期収束に
も資することが期待される。

3年度 12月補正 こども課 B011C1 延長保育事業 2,719 1,812 907 810 ①　感染症対策

保育園、認定こども園における新型コロナ
ウイルス感染症対策経費の助成。

延長保育事業を実施する私立保育園及
び認定こども園の21園のうち、私立保育
園7園、認定こども園6園に対し、新型コロ
ナウィルス感染症対策経費を助成した。 2

消毒等に係る職員の人件費やマスク・消
毒液等の消耗品費、空気清浄機・サー
キュレーター等の備品購入費に補助金を
主に充てることで、感染予防と拡大防止
に大きな効果があったと考える。
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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　交付対象事業の実施状況及び評価

251,997 43,006 0 208,991 173,574 

計画年度 予算措置 課等名
事務事業

コード
事務事業名称

対象
事業費

国県補助
その他
特財

一般財源
（別掲）

コロナ交付金
充当額

事業区分 事業概要 実施状況 効果 評価・分析・課題

＜基準＞当初の事業目的等に対し、

３：想定を上回る効果が出た

２：想定どおり達成した

１：想定を下回る効果しか出なかった

3年度 当初予算 教育総務課 C012H0
小学校コンピュータ教育
推進事業

11,512 5,756 5,756 5,140 ④　その他

学校におけるICT環境の設計や使用マ
ニュアルの作成のほか、オンラインによる
家庭学習等に関する支援を行う。

・児童、教職員が利用する端末の運用に
関する機器設定や点検、授業での操作支
援
・オンライン授業などでのネットワークの
障害やエラー等のトラブル対応
・タブレット端末やネットワーク機器等の故
障による対応
・タブレット端末管理ツール（MDM）やウイ
ルス対策、フィルタリングソフト等の管理
・児童生徒及び教職員のアカウント等管
理

2

児童1人に1台ずつタブレット端末を整備し
たことに伴い、子どもたちの授業への学
習意欲を引き出すことや積極的な授業参
加を促進し、かつ、長期の休業となった場
合に備えて、市内の全小学校でオンライ
ン学習が可能な環境を整えることができ
た。

3年度 当初予算 教育総務課 C012N0
中学校コンピュータ教育
推進事業

7,674 3,837 3,837 3,427 ④　その他

学校におけるICT環境の設計や使用マ
ニュアルの作成のほか、オンラインによる
家庭学習等に関する支援を行う。

・生徒、教職員が利用する端末の運用に
関する機器設定や点検、授業での操作支
援
・オンライン授業などでのネットワークの
障害やエラー等のトラブル対応
・タブレット端末やネットワーク機器等の故
障による対応
・タブレット端末管理ツール（MDM）やウイ
ルス対策、フィルタリングソフト等の管理
・児童生徒及び教職員のアカウント等管
理

2

生徒1人に1台ずつタブレット端末を整備し
たことに伴い、子どもたちの授業への学
習意欲を引き出すことや積極的な授業参
加を促進し、かつ、長期の休業となった場
合に備えて、市内の全中学校でオンライ
ン学習が可能な環境を整えることができ
た。
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