
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の実績（令和2年度実施計画分・最終）

【単位：円】

国庫補助額
その他

(県補助等)

（課名） 822,236,411 680,003,000 103,852,000 34,027,000 69,825,000 38,381,411

2
新型コロナウイルス感染
症対策事業者支援経費

産業振興課 単
新型コロナウイルス感染
症対策事業者支援事業

①新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、感染拡大防止
策を自発的に行う市内事業者に対し、支援金を交付する
②③感染拡大防止策を講じた事業者への支援金
・5万円×1,000社＝50,000,000円
④市内中小企業者等

・5万円×719件＝35,950,000円 R2.9.18 35,950,000 35,950,000 0 0 0

4
子育て支援臨時給付金給
付経費

こども支援課 単
子育て支援臨時給付金給
付事業

①ひとり親家庭等に対する臨時の給付金
②③④
・子育て支援臨時給付金
ⅰひとり親家庭等医療費助成金受給世帯
　　530世帯×5万円＝2,650万円
ⅱ上記ⅰに準ずる世帯
　　25世帯×3万円＝75万円
ⅲ就学援助認定世帯
　　220世帯×5万円＝1,100万円

・5万円×685件＝34,250,000円
・3万円×24件＝720,000円

R3.3.31 34,970,000 34,970,000 0 0 0

9 災害対策経費 安心安全推進課 単 災害対策事業

①新しい生活様式に沿った避難所運営に必要な物資を揃える
②③避難所用感染症対策備蓄品（補正第４号分）
Ⅰ消耗品
　布製マスク　180円×2,500枚×1.1＝495,000円
　サージカルマスク　36円×22,000枚×1.1＝871,200円
　アルコール消毒液（500ml）　1,180円×580本×1.1＝752,840円
　ビニール手袋（1箱100枚入）　880円×40箱×1.1＝38,720円
　ハンドソープ（500ml）　528円×270本×1.1＝156,816円
　ペーパータオル　80円×2,870箱×1.1＝252,560円
　感染防護衣　2,550円×270枚×1.1＝757,350円
　ウォーターゲート　2,785,000円×1.1＝3,063,500円
　非接触型体温計　8,000円×25箇所×2個×1.1＝440,000円
　マルチシート　94本×1,480円（税込）＝ 139,120円
　ポール　130本×350円×1.1＝50,050円
　ポールアンカー　1,300円×130個×1.1＝185,900円
　段ボールパーテーション　13,500円×51組×1.1＝757,350円
　段ボールベッド　17,600円×40組×1.1＝774,400円
　エアーベッド　3,800円×191台×1.1＝798,380円
　発電機用エンジンオイル　1,280円×2本＝2,560円
　防災倉庫用除草シート　1,980円×5本＝9,900円
Ⅱ工事請負費
　防災倉庫設置箇所整地工事　205,000円×1.1＝225,500円
Ⅲ備品
　防災倉庫　1,700,000円×3箇所×1.1＝5,610,000円
　ポータブルバッテリーセット
　　1,711,800円×13箇所×1.1＝24,478,740円
　　1,780,000円×2か所×1.1＝3,916,000円
④－

（補正第4号分）
Ⅰ消耗品
　布製マスク　180円×2,500枚×1.1＝495,000円
　サージカルマスク　36円×22,000枚×1.1＝871,200円
　アルコール消毒液（500ml）　1,180円×580本×1.1＝752,840円
　ビニール手袋（1箱100枚入）　880円×40箱×1.1＝38,720円
　ハンドソープ（500ml）　528円×270本×1.1＝156,816円
　ペーパータオル　80円×2,870箱×1.1＝252,560円
　感染防護衣　2,550円×270枚×1.1＝757,350円
　ウォーターゲート　2,785,000円×1.1＝3,063,500円
　非接触型体温計　8,000円×25箇所×2個×1.1＝440,000円
　マルチシート　94本×1,435円×1.1＝ 148,379円
　ポール　130本×280円×1.1＝40,040円
　ポールアンカー　970円×130個×1.1＝138,710円
　段ボールパーテーション　13,500円×51組×1.1＝757,350円
　段ボールベッド　17,600円×40組×1.1＝774,400円
　エアーベッド　3,715円×191台×1.1＝780,521円

Ⅱ工事請負費
　防災倉庫設置箇所整地工事　205,000円×1.1＝225,500円
Ⅲ備品
　防災倉庫　1,700,000円×3箇所×1.1＝5,610,000円
　ポータブルバッテリーセット
　　1,711,800円×13箇所×1.1＝24,478,740円
　　1,780,000円×2か所×1.1＝3,916,000円

R3.3.15 43,697,626 9,466,626 34,231,000 34,231,000 0

11

・情報教育環境活用支援
経費
・小学校情報教育推進経
費
・中学校情報教育推進経
費

学校教育課 単
GIGAスクール構想実現事
業

①GIGAスクール構想の更なる加速・強化を図る
②児童・生徒用パソコンの1人1台整備に係る経費
③
・「3人に1台分」（地方単独事業）のうち未整備分
　55,300円×1,585台＝87,650,500円
・「3人に2台分」（国事業費）の上乗せ分
　10,300円×3,420台＝35,226,000円
・市独自の追加整備分
　55,300円×392台＝21,677,600円
・その他端末に関する経費（備品、ソフトウェア等）
　35,452,900円
・ICT支援員等配置経費
　3,402,000円
④－

・学習用端末整備（国庫補助の上乗せ分）
　（小）179,008,836円－99,045,000円＝79,963,836円
　（中）98,051,871円－54,855,000円＝43,196,871円
・Ｗｉ－Ｆｉルーター（国庫補助の上乗せ分）
　（小）2,184,682円－970,000円＝1,214,682円
　（中）1,193,693円－530,000円＝663,693円
・大型ディスプレイ　21,516,264円
・ディスプレイスタンド　1,419,264円
・校内ＬＡＮ保守管理業務
　（小）812,308円×1月×1.1＝893,538円
　（中）507,693円×1月×1.1＝558,462円
・フィルタリングソフト
　（小）110,000円
　（中）110,000円
・ICT支援員等配置経費（ＧＩＧＡスクールサポーター分以外）
　2,549,485円

R3.3.31 152,196,095 152,196,095 0 0 0

12 広報つるがしま発行経費 秘書広報課 単
広報つるがしま臨時号発
行事業

①市民、事業者に対し、支援策等を掲載した広報紙を発行し、積
極的な周知を図る
②③発行に必要な経費
・印刷費　232千円／回
・配達経費　556千円／回
④－

・臨時号1回発行　787,493円
【内訳】
・印刷費 231,660円
・配達経費 555,833円

R2.7.13 787,493 787,493 0 0 0

Ｎｏ

補
助
・
単
独

交付対象事業の名称

予算区分

事業完了
年月日

小事業名 担当課

事業の概要（臨時交付金の対象となる経費）
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）

令和２年度の実績

実施計画上の区分

※コロナ対応経費のみを対象としているため、市の予算額とは一致しない場合があります

臨時交付金の
充当額

一般財源

実績

決算額
(令和２年度
執行額)

特定財源
(臨時交付金
を除く)
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【単位：円】

国庫補助額
その他

(県補助等)

Ｎｏ

補
助
・
単
独

交付対象事業の名称

予算区分

事業完了
年月日

小事業名 担当課

事業の概要（臨時交付金の対象となる経費）
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）

令和２年度の実績

実施計画上の区分

※コロナ対応経費のみを対象としているため、市の予算額とは一致しない場合があります

臨時交付金の
充当額

一般財源

実績

決算額
(令和２年度
執行額)

特定財源
(臨時交付金
を除く)

13 シニア健康応援経費 健康長寿課 単 シニア健康応援事業

①自宅で「運動・食事・脳トレ」を実施してもらうことで、感染防止策
を講じながら健康年齢の維持・向上とフレイル予防を一体的に推
進する
②③動画等作成業務委託料
・食事メニュー動画　2,915,000円（税込）
・体操メニュー動画　1,350,000円（税込）
・脳トレメニュー動画　1,694,000円（税込）
④－

・食事メニュー動画　1,695,100円
・体操メニュー動画　1,210,000円
・脳トレメニュー動画　1,683,000円

R3.3.29 4,588,100 4,588,100 0 0 0

14
地域事業者クーポン応援
経費

産業振興課 単
学生１コインで１０倍クー
ポン応援事業

①市内在住の高校生・大学生等に対し、市内店舗で使用できる
5,000円分のクーポン券を1コイン（500円）で販売し、学生の生活支
援と地域経済の活性化を図るとともに、市内への定住を促進する
②クーポン代金、事務委託費
③5,000円×2,000人＝1,000万円、事務委託費100万円
　（販売収入　500円×2,000人＝100万円）
④商工会

・クーポン販売数　2,000人（500円券×10枚綴り）
　※販売収入　500円×2,000人＝1,000,000円
・クーポン換金実績　37,321,500円×1/4＝9,330,375円
・事務委託費　2,711,880円×1/4＝677,970円

【換金実績と委託料は、クーポン原資（1,000万円：3,000万円＝1：
3）の割合で按分】

R3.2.15 10,008,345 9,008,345 1,000,000 1,000,000 0

15
地域事業者クーポン応援
経費

産業振興課 単
親子でお店発見クーポン
応援事業

①中学生以下の子どもに市内店舗で使用できる3,000円分のクー
ポン券を配布し、親子で利用していただくことで市内店舗の魅力を
発見してもらうとともに、地域経済の活性化を図る
②クーポン代金、事務委託費
③3,000円×10,000人＝3,000万円、事務委託費290万円
④商工会

・クーポン配布数　10,007人（500円券×6枚綴り）
・クーポン換金実績　37,321,500円×3/4＝27,991,125円
・事務委託費　2,711,880円×3/4＝2,033,910円

R3.2.15 30,025,035 30,025,035 0 0 0

17
新生児子育て応援特別給
付金給付経費

新型コロナウイルス対策
支援室（政策推進課）

単
新生児子育て応援特別給
付金給付事業

①コロナ禍の影響を受けている市民生活を支援するため、「特別
定額給付金」の対象外となった新生児の子育てを行う家庭に対し
て臨時の給付金を給付する
②③④
・新生児子育て応援特別給付金
　R2.4.28～12.31に出生した新生児の保護者
　　300名×10万円＝30,000千円
・システム使用料
　9,190円×1.1×6月＝60,654円

・新生児子育て応援特別給付金
　293名×10万円＝29,300,000円
・システム使用料
　9,190円×1.1×6月＝60,654円

R3.3.31 29,360,654 29,360,654 0 0 0

19 地域医療体制整備補助金 保健センター 単 地域医療体制整備事業

①坂戸鶴ヶ島医師会が行う医療用ガウンの購入に対し、補助金を
交付する
②③医療用ガウン購入費用（坂戸市と人口割6：4）
　2,500枚×750円×1.1×0.4＝825千円
④医師会

医療用ガウン購入費用（坂戸市と人口割6：4）
　2,500枚×750円×1.1×0.4＝825,000円

R2.8.31 825,000 825,000 0 0 0

20 感染症予防対策支援経費 保健センター 単
感染予防パンフレット作成
事業

①市民啓発用のパンフレットを作成し、全戸配布する
②③新型コロナウイルス感染症予防ハンドブック
　35,000冊×36.19円/冊×1.1＝1,393,315円
④－

新型コロナウイルス感染症予防ハンドブック
　35,000冊×36.19円/冊×1.1＝1,393,315円

R2.10.1 1,393,315 1,393,315 0 0 0

21 議会事務局事務経費 議事課 単 議会運営事業

①タブレット端末を活用してオンライン化・ペーパーレス化を推進す
ることにより、接触機会を減らし、議会における感染症の感染拡大
を防ぐ
②③
Ⅰタブレット端末導入経費（レンタル）
・通信費
　(4,503円×22台)×1.1+((680円×22台)+2,196円)×1.1
　　＝127,843円【2月分】
　(4,503円×22台)×1.1+((680円×22台)+3,000円)×1.1
　　＝128,728円【3月分】
・初期設定費用　（(3,000円×22台)+300,000）×1.1＝402,600円
Ⅱ附属品
　保護フィルム　1,200円×22枚×1.1＝29,040円
　ケースカバー　3,300円×22個×1.1＝79,860円
　Wi-Fiルーター　17,000円×2台×1.1＝37,400円
Ⅲペーパーレス化システム導入経費
・初期設定費用　80,000×1.1＝88,000円
・講習会費用　((80,000円×2回) +2,820円)×1.1＝179,102円
Ⅳペーパーレス化システム運用経費（2月分）
　システム使用料　75,000円×1.1×2月＝165,000円
④－

Ⅰタブレット端末導入経費（レンタル）
　通信費
　①　(4,503円×22台)×1.1+((680円×22台)+2,196円)×1.1＝
127,843円【2月分】
　②　(4,503円×22台)×1.1+((680円×22台)+3,000円)×1.1＝
128,728円【3月分】
　①+②＝256,571円
　初期設定費用　（(3,000円×22台)+300,000）×1.1＝402,600円
Ⅱ附属品
　保護フィルム　1,200円×22枚×1.1＝29,040円
　ケースカバー　3,300円×22個×1.1＝79,860円
　Wi-Fiルーター　12,100円×2台×1.1＝26,620円
Ⅲペーパーレス化システム導入経費
　初期設定費用　80,000×1.1＝88,000円
　講習会費用　((80,000円×2回) +2,820円)×1.1＝179,102円
Ⅳペーパーレス化システム運用経費（2月分）
　システム使用料　75,000円×1.1×2月＝165,000円

R3.3.31 1,226,793 1,226,793 0 0 0
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【単位：円】

国庫補助額
その他

(県補助等)

Ｎｏ

補
助
・
単
独

交付対象事業の名称

予算区分

事業完了
年月日

小事業名 担当課

事業の概要（臨時交付金の対象となる経費）
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）

令和２年度の実績

実施計画上の区分

※コロナ対応経費のみを対象としているため、市の予算額とは一致しない場合があります

臨時交付金の
充当額

一般財源

実績

決算額
(令和２年度
執行額)

特定財源
(臨時交付金
を除く)

22
感染症に強い行政運営推
進経費

情報推進課 単
感染症に強い行政運営推
進事業

①行政手続のオンライン化・デジタル化を推進することにより、市
民等の来庁による感染リスクを軽減し、職員及び市民等の感染を
予防する
②③
Ⅰ地理情報システムのレイヤー作成
　基本図作成　10,060,000円×1.1＝11,066,000円
　レイヤー作成（８枚）　6,330,000円×1.1＝6,963,000円
ⅡWeb会議等用タブレット端末導入経費
　初期設定費用
　　（82,500円+3,000円）×44台×1.1＝4,138,200円
　附属品（ケース）　5,390円×44台×1.1＝260,876円
ⅢWeb会議システム導入経費
　1ライセンス　65,300円
Ⅳサーバー室入退室装置の非接触化
　535,000円×1.1＝588,500円
④－

Ⅰ地理情報システムのレイヤー作成
　17,248,000円
ⅡWeb会議等用タブレット端末導入経費
　初期設定費用
　　79,273円×44台×1.1＝3,836,813円
　附属品（ケース）　1850円×44台×1.1＝89,540円
ⅢWeb会議システム導入経費
　1ライセンス　25,300円
Ⅳサーバー室入退室装置の非接触化
　535,000円×1.1＝588,500円

R3.3.31 21,788,153 21,788,153 0 0 0

24-1
感染症に強い公共施設ト
イレ改修経費（庁舎等分）

資産管理課 単
感染症に強い公共施設ト
イレ改修事業（庁舎等分）

①市民が安心して公共施設を利用できるように、不特定多数の市
民等が利用する施設のトイレを感染症予防の観点から改修する
②③④トイレ改修工事費用
・設計委託料　7,615,300円
・工事監理委託料　2,000,900円
・工事請負費　94,260,100円

・設計委託料　5,563,800円
・工事監理委託料　1,930,500円
・工事請負費　80,935,800円

※工事監理委託料及び工事請負費はR3年度執行（繰越明許）

R3.10.14 88,430,100 57,761,500 0 0 30,668,600

24-2
感染症に強い公共施設ト
イレ改修経費（市民セン
ター分）

地域活動推進課 単
感染症に強い公共施設ト
イレ改修事業（市民セン
ター分）

①市民が安心して公共施設を利用できるように、不特定多数の市
民等が利用する施設のトイレを感染症予防の観点から改修する
②③④トイレ改修工事費用
・設計委託料　10,051,800円
・工事監理委託料　2,641,100円
・工事請負費　109,749,200円

・設計委託料　7,051,000円
・工事監理委託料　2,601,500円
・工事請負費　94,519,700円

※工事監理委託料及び工事請負費はR3年度執行（繰越明許）

R3.10.22 104,172,200 104,172,200 0 0 0

24-3
感染症に強い公共施設ト
イレ改修経費（若葉駅西
口公衆トイレ分）

道路建設課 単
感染症に強い公共施設ト
イレ改修事業（若葉駅西
口公衆トイレ分）

①市民が安心して公共施設を利用できるように、不特定多数の市
民等が利用する施設のトイレを感染症予防の観点から改修する
②③④トイレ改修工事費用
・設計委託料　1,689,600円
・工事監理委託料　444,400円
・工事請負費　17,795,800円

・設計委託料　1,210,000円
・工事監理委託料　429,000円
・工事請負費　12,430,000円

※工事監理委託料及び工事請負費はR3年度執行（繰越明許）

R3.9.21 14,069,000 14,069,000 0 0 0

24-4
感染症に強い公共施設ト
イレ改修経費（運動公園
分）

都市計画課 単
感染症に強い公共施設ト
イレ改修事業（運動公園
分）

①市民が安心して公共施設を利用できるように、不特定多数の市
民等が利用する施設のトイレを感染症予防の観点から改修する
②③④トイレ改修工事費用
・設計委託料　1,234,200円
・工事監理委託料　323,400円
・工事請負費　12,998,700円

・設計委託料　990,000円
・工事監理委託料　308,000円
・工事請負費　8,492,000円

※工事監理委託料及び工事請負費はR3年度執行（繰越明許）

R3.9.21 9,790,000 9,790,000 0 0 0

24-5
感染症に強い公共施設ト
イレ改修経費（社会教育
関係施設分）

生涯学習スポーツ課 単
感染症に強い公共施設ト
イレ改修事業（社会教育
関係施設分）

①市民が安心して公共施設を利用できるように、不特定多数の市
民等が利用する施設のトイレを感染症予防の観点から改修する
②③④トイレ改修工事費用
・設計委託料　2,258,300円
・工事監理委託料　594,000円
・工事請負費　24,303,400円

・設計委託料　1,647,800円
・工事監理委託料583,000円
・工事請負費19,339,100円

※工事監理委託料及び工事請負費はR3年度執行（繰越明許）

R3.9.30 21,569,900 21,569,900 0 0 0
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26
・共通消耗品集中管理経
費
・庁舎維持管理経費

資産管理課 単 庁舎感染症予防対策事業

①市職員の感染を予防し、行政サービスを維持する
②③
Ⅰ窓口カウンター飛沫防止パネル設置工事
　35,200円/m×228m×1.1＝8,828,160円
Ⅱサーマルカメラシステム機器
　大型1式　1,150,000円×1台×1.1＝1,265,000円
　小型3式　450,000円×3台×1.1＝1,485,000円
Ⅲその他消耗品等
　デスクスクリーン1
　　7,500円×508枚×1.1＝4,191,000円
　デスクスクリーン2
　　9,500円×48枚×1.1＝501,600円
　サイドスクリーン
　　7,500円×724枚×1.1＝5,973,000円
　飛沫防止スクリーン
　　48,000円×5枚×1.1＝264,000円
　消毒用手袋　980円×100箱＝98,000円
　消毒用ゴーグル　148円×10個＝1,480円
　ポリ容器　648円×15個＝9,720円
　ブルーシート　980円×5個＝4,900円
　シューズカバー　1,250円×10個×1.1＝13,750円
　手指消毒液　2,550円×30個×1.1＝84,150円
　トタンバケツ　500円×35個×1.1＝19,250円
　非接触型体温計　9,800円×4個×1.1＝43,120円
④－

Ⅰ窓口カウンター飛沫防止パネル設置工事
　6,941,000円
Ⅱサーマルカメラシステム機器
　大型1式　1,100,000円×1台×1.1＝1,210,000円
　小型3式　330,000円×3台×1.1＝1,089,000円
Ⅲその他消耗品等
　サイドスクリーン　5,973,000円
　デスクスクリーン　4,692,600円
　飛沫防止スクリーン（Ｈ190ｃｍ×Ｗ90ｃｍ）　264,000円
　消毒用手袋　　93,780円
　消毒用ゴーグル　148円×10個＝1,480円
　ブルーシート　980円×5個＝4,900円
　シューズカバー　3,400×1.1＝3,740円
　手指消毒液　　88,220円
　トタンバケツ　500円×20個×1.1＝11,000円
　非接触型体温計　9,500円×4個×1.1＝41,800円

R3.3.29 20,414,520 20,414,520 0 0 0

27 課税事務経費 税務課 単 課税管理事業

①新しい生活様式に沿って市県民税申告及び確定申告を実施で
きるよう、必要な環境整備を行う
②③
Ⅰ出張申告会場増設に必要なLAN配線工事
　LAN配線敷設工事　307,100円×1.1＝337,810円
Ⅱ受付用呼出ベル等の備品購入
　受付用呼出ベル　3,108,500円×1.1＝3,419,350円
　台車　14,350円×1.1＝15,785円
Ⅲその他消耗品等
　アクリルパーテーション
　　5,840円×30枚×1.1＝192,720円
　アクリルスクリーン　9,800円×15枚×1.1＝161,700円
　非接触型体温計　9,800円×5個×1.1＝53,900円
　不織布マスク　50円×4,000枚×1.1＝220,000円
　ペーパータオル　4,550円×2箱×1.1＝10,010円
　ビニール手袋　6,800円×1箱×1.1＝7,480円
　手指消毒液（1ℓポンプ容器）
　　1,650円×20個×1.1＝36,300円
　手指消毒液詰替用（5ℓ）
　　7,700円×10個×1.1＝84,700円
　消毒液（4ℓ）4本　16,000円×1箱×1.1＝17,600円
　フェイスシールド　800円×50枚×1.1＝44,000円
④－

Ⅰ出張申告会場増設に必要なLAN配線工事
　LAN配線敷設工事　324,830円
Ⅱ受付用呼出ベル等の備品購入
　受付用呼出ベル　2,589,400円
　台車　15,730円
Ⅲその他消耗品等
　アクリルパーテーション　178,750円
　アクリルスクリーン　72,160円
　非接触型体温計　28,600円
　不織布マスク　110,000円
　ペーパータオル　7,176円
　ビニール手袋　3,960円
　手指消毒液　68,355円
　フェイスシールド　33,000円

R3.1.15 3,431,961 3,431,961 0 0 0

28 国民健康保険事務経費 保険年金課 単
感染症に強い行政窓口推
進事業

①行政手続のオンライン化・電子化等により、窓口における感染
症の感染拡大を防ぐ
②③
・窓口受付システム導入経費【1,505千円】
　システム導入経費　1,368,000円×1.1＝1,504,800円
④－

窓口受付システム導入経費
　システム導入経費　1,504,800円

R2.12.18 1,504,800 1,504,800 0 0 0

29
子どもの貧困対策活動支
援経費

こども支援課 単
子どもの貧困対策活動支
援事業

①コロナ禍の影響により、人が集まる子ども食堂の実施が困難に
なっていることから、新たに食材支援等の情報を集約し効果的に
発信する仕組み（ポータルサイト）を構築することで、感染リスクを
軽減しながら子どもの貧困対策を推進する
②③子ども応援ポータルサイト構築費用の補助
　1,870,000円×1.1＝2,057,000円
④ポータルサイト運営NPO法人

運営法人への補助　1,981,100円 R3.3.31 1,981,100 1,981,100 0 0 0

30 感染症予防対策支援経費 保健センター 単
PCR検査等助成交付金交
付事業

①PCR検査や抗原検査費用の自己負担分を市が負担すること
で、市民が必要な検査を医療機関で受けられる体制を確保する
②③
・PCR検査等助成交付金　3,000円×1,000回＝3,000千円
④検査受検者

・PCR検査等助成交付金　　　630,220円 R3.3.31 630,220 630,220 0 0 0
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31 予防接種実施経費 保健センター 単
高齢者・子どもインフルエ
ンザ予防接種促進事業

①新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備
え、インフルエンザ予防接種費用を助成することで予防接種を促
進し、感染防止と医療提供体制の維持を図る
②③④事業費総額：69,033千円
・定期接種の対象となっている65歳以上の高齢者及び60～64歳で
重度の障害のある方（当初予算に上乗せ）
　負担有→無へ変更　7,473人×1,500円＝11,209,500円
　訪問負担有→無へ変更　49人×1,500円＝73,500円
　無料化による増加見込分
　　負担無：3,614人×5,000円＝18,070,000円
　　訪問負担無：4人×8,200円＝32,800円
・生後6か月から中学生まで
　11,610人×3,000円＝34,830,000円

・高齢者のインフルエンザ（委託料）
　65,479,300円－30,809,100円（当初予算分）＝34,670,200円
・子どものインフルエンザ（補助金）
　18,695,090円

R3.3.31 53,365,290 29,547,367 19,497,000 19,497,000 4,320,923

32 予防接種実施経費 保健センター 単
高齢者インフルエンザ予
防接種促進事業（当初予
算対応分）

①新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備
え、インフルエンザ予防接種費用を助成することで予防接種を促
進し、感染防止と医療提供体制の維持を図る
②③高齢者インフルエンザ予防接種個人負担金
　個人負担有　7,473人×3,500円＝26,155,500円
　個人負担無　830人×5,000円＝4,150,000円
　訪問個人負担有　49人×6,700円＝328,300円
　訪問個人負担無　7人×8,200円＝57,400円
　予診のみ　40人×2,800円＝112,000円
　訪問予診のみ　1人×5,900円＝5,900円
④定期接種の対象となっている65歳以上の高齢者及び60～64歳
で重度の障害のある方

・当初予算分：30,809,100円 R3.3.31 30,809,100 30,809,100 0 0 0

35
市内公共交通事業者支援
経費

都市計画課 単 市内公共交通運行事業

①市民生活を支える市内公共交通（つるバス・つるワゴン）運行事
業者に対し、感染症対策等に必要な支援を行う
②③
Ⅰユニバーサルデザインタクシー車両導入補助
　車両本体価格等の1/2相当額（上限1,800千円）
Ⅱタクシー事業者事業継続支援金
　50,000円×11台＝550,000円
④市内公共交通運行事業者

Ⅰユニバーサルデザインタクシー車両導入補助
　1,678,000円
Ⅱタクシー事業者事業継続支援金
　50,000円×11台＝550,000円

R3.3.31 2,228,000 2,228,000 0 0 0

36 災害対策経費 安心安全推進課 単 災害対策事業

①新しい生活様式に沿った避難所運営に必要な物資を揃える
②③避難所用感染症対策備蓄品（補正第７号分）
Ⅰ消耗品
　ブルーシート　2,900円×44枚×1.1＝140,360円
　懐中電灯　3,550円×5個×1.1＝19,525円
　トラロープ　1,680円×2個＝3,360円
　フェイスシールド　3,600円×106箱×1.1＝419,760円
　感染防護服　2,780円×2,010枚×1.1＝6,146,580円
Ⅱ備品
　コードリール　5,980円×1個＝5,980円
　担架　16,000円×2個×1.1＝35,200円
　煮炊きレンジセット
　　420,000円×2セット×1.1＝924,000円
　折り畳みリヤカー　68,000円×1台×1.1＝74,800円
　車椅子　36,500円×1台＝36,500円
　ラップポン　206,550円×5台×1.1＝1,136,025円
　救急箱　51,000円×1個×1.1＝56,100円
　投光機セット　60,000円×3個×1.1＝198,000円
　カセットボンベ式発電機
　　105,000円×1台×1.1＝115,500円
　ワンタッチパーテーション
　　28,000円×344張×1.1＝10,595,200円
　防災倉庫　1,630,000円×1個×1.1＝1,793,000円
④－

（補正第７号分）
Ⅰ消耗品
　ブルーシート　2,900円×44枚×1.1＝140,360円
　懐中電灯　3,550円×5個×1.1＝19,525円
　トラロープ　1,680円×2個＝3,360円
　フェイスシールド　3,600円×106箱×1.1＝419,760円
　感染防護衣　2,780円×2,010枚×1.1＝6,146,580円
Ⅱ備品
　コードリール　5,980円×1個＝5,980円
　担架　16,000円×2個×1.1＝35,200円
　煮炊きレンジセット
　　420,000円×2セット×1.1＝924,000円
　折り畳みリヤカー　68,000円×1台×1.1＝74,800円
　車椅子　36,500円×1台＝36,500円
　ラップポン　206,550円×5台×1.1＝1,136,025円
　救急箱　51,000円×1個×1.1＝56,100円
　投光機セット　60,000円×3個×1.1＝198,000円
　カセットボンベ式発電機
　　105,000円×1台×1.1＝115,500円
　ワンタッチパーテーション
　　28,000円×344張×1.1＝10,595,200円
　防災倉庫　1,630,000円×1個×1.1＝1,793,000円

R3.2.17 21,699,890 19,906,890 1,769,000 1,769,000 24,000

40 放課後児童対策経費 こども支援課 補 子ども・子育て支援交付金

①小学校の臨時休業期間において、学童保育室運営事業者に対
して緊急的な児童受入要請を行ったことに係る経費等について補
助する
②③
子ども・子育て支援交付金の地方負担分に充当
・放課後児童健全育成事業
【29,695千円（国1/3、県1/3、市1/3）】
　対象経費　42,189,000円
　（うち国の補正予算分）　29,695,000円
④学童保育室運営事業者

コロナ対応に係る分
　放課後児童健全育成事業分　39,762,870円
　子育て援助活動支援事業分　0円

R3.3.31 39,762,870 9,899,000 26,626,000 13,313,000 13,313,000 3,237,870
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小事業名 担当課

事業の概要（臨時交付金の対象となる経費）
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）

令和２年度の実績

実施計画上の区分

※コロナ対応経費のみを対象としているため、市の予算額とは一致しない場合があります

臨時交付金の
充当額

一般財源

実績

決算額
(令和２年度
執行額)

特定財源
(臨時交付金
を除く)

41

・教職員及び児童健康管
理経費
・教職員及び生徒健康管
理経費

学校教育課 補
学校保健特別対策事業費
補助金

（感染症対策のためのマスク等購入支援事業）

①学校における感染症対策に必要な消耗品購入等に係る経費
②③
学校保健特別対策事業費補助金の地方負担分に充当
【1,701千円（補助率1/2）】
　5,005人×340円＝1,701,700円
④－

（感染症対策のためのマスク等購入支援事業分）
　非接触型体温計　483,090円
　フェイスシールド　 543,000円
　手指用消毒液　　413,050円
　ハンドソープ　　 252,572円
　清掃用スプレー　11,286円

R2.7.22 1,702,998 851,000 850,000 850,000 0 1,998

42

・教職員及び児童健康管
理経費
・教職員及び生徒健康管
理経費
・小学校管理備品整備経
費
・中学校管理備品整備経
費

学校教育課 補
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）

①学校再開に必要な消耗品・備品購入等に係る経費
②③
学校保健特別対策事業費補助金の地方負担分に充当
【38,000千円（補助率1/2）】
　4,000,000円×1校＝4,000,000円
　3,000,000円×10校＝30,000,000円
　2,000,000円×2校＝4,000,000円
④－

（学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業）
　・消耗品及び備品購入
　鶴ヶ島第一小学校　3,002,723円
　鶴ヶ島第二小学校　3,004,360円
　新町小学校　3,013,878円
　杉下小学校　3,014,914円
　長久保小学校　3,013,722円
　栄小学校　3,002,383円
　藤小学校　3,002,371円
　南小学校　3,007,218円
　鶴ヶ島中学校　3,017,231円
　藤中学校　4,008,211円
　富士見中学校　2,017,231円
　西中学校　3,007,645円
　南中学校　2,016,133円

R3.3.31 38,128,020 19,000,000 19,000,000 19,000,000 0 128,020

44
情報教育環境活用支援経
費

学校教育課 補
公立学校情報機器整備費
補助金

（GIGAスクールサポーター配置支援事業）

①コロナ禍における児童生徒の学びを保障するため、GIGAスクー
ルサポーターの配置を行う
②③
公立学校情報機器整備費補助金の地方負担分に充当
【1,705千円（補助率1/2）】
　3,410円/h×5h×100日＝1,705,000円
④－

・ＧＩＧＡスクールサポーター配置経費
　3,410円/h×5h×98日＝1,670,900円

R3.3.31 1,670,900 835,900 835,000 835,000 0 0

46
障害者自立支援給付等経
費

障害者福祉課 補
障害者総合支援事業費補
助金

（特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支
援等事業）

①特別支援学校等の臨時休業に伴い、放課後等デイサービスの
利用が増加したことによる利用者負担の増加分について補助する
②③
障害者総合支援事業費補助金の地方負担分に充当
【114千円（国1/2、県1/4、市1/4）】
　対象経費　114,232円　（対象延利用者数　470人）
④放課後等デイサービス事業所

・特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援助
成金　58,933円
　対象事業所　　9事業所
　対象利用児童　　　25人

R3.3.31 58,933 14,933 44,000 29,000 15,000 0
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