
　 令和２・３年度 新型コロナウイルス感染症対策事業①

医療体制等の整備と感染症拡大防止

【市】新型コロナウイルス感染症に立ち向かう病院事業への支援　１,０００万円　[補１]
　　⇒感染防止対策に機動的に対応するため、病院事業会計に予備費を計上

【市】介護施設従事者等新型コロナウイルス感染防止対策支援臨時交付金　１,０５０万円　[補２]
　　⇒市内介護施設等を対象に、従事職員等の感染防止策を目的として交付

【市】障害福祉施設従事者等新型コロナウイルス感染防止対策支援臨時交付金  ２６０万円　[補２]
　　⇒市内就労継続支援事業所等を対象に、従事職員等の感染防止策を目的として交付

【市】感染症対応介護従事者慰労金交付事業　４５万円　[補６]
　　⇒国の感染症対応従事者慰労金交付事業の対象者と同様の職務にある介護認定調査員に対し慰労金を交付

【市】砺波医療圏急患センターへの支援　１,８１３万円　[補７]
　　⇒診療報酬収入が大幅に減少したため、構成市において運営費を支援

【市】妊産婦総合対策支援事業　１８４万円　[補５]
　　⇒妊産婦に対するオンライン保健指導を行うための環境を整備

　　　里帰り出産が不可となった妊産婦等を対象として、育児等支援サービスの提供事業を行う

【市】子どもインフルエンザ予防接種助成事業　３１０万円　[補６]
　　⇒今冬に限り、中学生のインフルエンザ予防接種に係る費用を助成

【市】がん検診予約受付体制整備事業　６８２万円　[補６]
　　⇒がん検診の予約制への変更に伴い、健康管理システムを改修し、ネット予約を可能とする

【市】胃がん・大腸がん施設検診導入事業　２５６万円　[補１０]
　　⇒検診時の密を避けるための施設検診導入に向けて、健康管理システムを改修

【市】健診会場等における環境整備

　　乳幼児健診・がん検診会場等の環境整備　５１７万円　[予][補１０]

　　センター内トイレ オムツ交換台の更新　５０万円　[補５]

　　感染症対策物品の配置　４５万円　[補６]

　　幼児・小学生のフッ素洗口用紙コップの購入　２９万円　[補１０]

　　小中学校歯科検診用歯鏡の追加使用　１１８万円　[当初]

【市】市民へのマスクの配布

　・みんなで安心！三世代応援マスク配布事業　６３１万円　[予]
　　　⇒感染リスクが高い環境にある三世代同居世帯を支援するためマスクを配布

　・砺波っ子！コロナにまけないぞ！！子供用マスク配布事業　１５０万円　[予]
　　　⇒市内の小学生及び保育所等に通う３歳以上の児童に子供用マスクを配布

　・妊婦へのマスク配布事業　２６万円　[予]

　・子供用夏マスク配布事業　２０２万円　[予]

【市】公共施設等への感染症対策物品の配置（アクリル板、オゾン発生器等）

　　市役所庁舎　８５万円　[予]

　　災害時備蓄品・各地区避難所・消防団　４,３７２万円　[予][補２][補５][補１０]

　　図書館　２１８万円　[補５]

　　各地区投票所・開票所　７２０万円　[補６]

　　保健師・ケースワーカー訪問時　３２万円　[予]

　　健康福祉施設　５４９万円　[予][補１０]

【市】公共施設等における環境整備

　　Ｗｅｂ会議用庁内Wi-Fi環境の整備　２１５万円　[補５]

　　文化教育施設空調設備の更新等　３,３５７万円　[補５]

　　都市公園遊具の再配置・更新　５５０万円　[補６]

　　健康福祉施設空調設備の更新等　２７７万円　[補１０]

　　油田体育館福祉作業所空調設備の更新　３９０万円　[補１０]

　　体育施設等手洗いレバー式への交換　５９万円　[補１０]

【市】発熱外来の設置　１億１,６７９万円　[病補２]
　　　⇒本館とは別棟の情報支援棟を改修し感染排気処理システムを備えた発熱外来を設置

【市】医療器械・備品整備等　１億４,１０７万円　[病補２][病補６]
　　　⇒人工呼吸器、超音波画像診断装置、陰圧装置、感染対策(陰圧)テント等の購入等

【市】診療材料・医療消耗備品等の購入　４１６万円　[病補２]

【国】新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金　２億６００万円　[病補３]
　　　⇒国の感染症対応従事者慰労金交付事業の対象者へ慰労金を交付

【市】入院患者へのPCR検査の実施　６,５７０万円　[病補４]
　　　⇒院内感染防止対策の一層の強化のため、新規入院患者全員に検査を行う

【県】年末年始の救急医療従事者への慰労金　８２５万円　[病補５]

【市】病院Wi-Fiの整備　１６３万円　[病補６]
　　　⇒入院患者とのオンライン面会等の利便性を向上するため、病院専用のWi-Fiを整備

【市】屋外無線アクセスポイントの設置　１３４万円　[病補６]
　　　⇒発熱外来で電子カルテシステムが使用可能となるよう、屋外無線アクセスポイントを設置

【市】結核病棟コロナ専用区画用生体情報モニタシステムの導入　２４２万円　[病補６]

【国】感染症流行下における一定の高齢者等へのPCR検査助成事業　２４０万円　[補７]
　　⇒65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する方に対して検査費用を助成

【国】新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業　１億１,３５８万円　[補７][補１０][補１１]
　　⇒市民が迅速にワクチン接種を受けられる体制を確保

【国】新型コロナウイルスワクチン接種事業　２億２,１８６万円　[補１０]
　　⇒市民を対象に新型コロナウイルスワクチン接種を実施

【市】障害福祉施設・介護施設等特定従事者ＰＣＲ検査費用助成事業　１６０万円　[補１０]
　　⇒感染が心配されるが行政検査の対象とならない施設等職員に対して検査費用を助成

【市】新型コロナウイルスワクチン接種タクシー助成事業　２１０万円　［補２］
　　⇒ワクチン接種を希望する一人暮らしの高齢者で移動手段が無い方にタクシー券を助成

子供用マスク配付の様子▼

病院事業会計
ともにがんばろう！

注　既に終了した事業を含む。

R２年度予算 
［予］ ・・・予備費対応（4月17日～）
［補１］ ・・・第１号補正（5月1日専決）
［補２  ］ ・・・第２号補正（5月19日議決）
［補３］ ・・・第３号補正（6月24日議決）
［補４］ ・・・第４号補正（6月24日議決）

［補５］ ・・・第５号補正（7月30日議決）
［補６］ ・・・第６号補正（9月15日議決）
［補７］ ・・・第７号補正（12月15日議決）
［補８］ ・・・第８号補正（12月15日議決）
［補10］ ・・・第10号補正（2月12日議決）
［補11］ ・・・第11号補正（3月16日議決）

R３年度予算
［当初］ ・・・当初予算（3月16日議決）
［補１］ ・・・第１号補正（4月23日議決）
［補２］ ・・・第２号補正（6月22日議決）



緊急経済支援
【県･市】富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金　１,３７５万円　[補１]
　　⇒県の休業の要請等に応じて、要請期間中、全面的にご協力いただける中小企業者及び個人事業主に
　　　対し、県と市町村が連携し協力金を支給　（県２／３、市１／３）

【市】新型コロナウイルス感染症拡大防止による営業時間の短縮要請に係る協力金　５５０万円　[補１]
　　⇒営業時間短縮の協力を要請する個人事業主のうち、
　　　通常営業時間が午後５時以降若しくは休業及び休業と同様の状態
　　　（宅配又はテイクアウト）とされた事業者へ、県協力金に上乗せして１０万円を支給

【市】新型コロナウイルス感染症拡大防止による休業要請の延長に係る協力金　４１０万円  [補２]
　　⇒５月３１日までの休業要請延長に協力をされた事業者（市内商工関係団体会員）へ、
　　　市独自に協力金１０万円を支給

【市】新型コロナウイルス感染症に関する金融支援に係る保証料助成金　５５８万円　[補１][補６]
　　⇒新型コロナウイルス感染症関連の融資を受ける際に支払う

　　　信用保証料（国分除く全額）に対し１０万円を限度に助成　　　

【市】新型コロナウイルス感染症に関する金融支援に係る利子補給金　７,７２４万円　[補１][補６][補１０]
　　⇒新型コロナウイルス感染症関連の融資に係る支払利子の全額を３６か月間助成

【市】中堅企業者等家賃支援　１,０００万円　[補２]
　　⇒国の家賃支援給付金の対象事業者に対し、
　　　残りの家賃負担額の１／２ （６か月合計で最大２０万円）を助成

【市】中小企業者等水道料金支援　８００万円　[補２]
　　⇒国、県及び市が行う新型コロナウイルスに関する支援制度を受けた中小企業者及び
　　　個人事業主に対し、水道料金基本料の６か月分相当額を補助

【市】観光関連事業者緊急支援給付金　４０万円　[補１]
　　⇒売上高が対前年同月比３０％以上５０％未満減少している、砺波市観光協会協賛会員を対象に２０万円を給付

【市】となみ元気創出スクラム奨励金　２３３万円　[補１]
　　⇒新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等で構成する団体が行う
　　　経営の回復又は応援する取組に対して、１団体５０万円を限度に奨励金を交付

【市】緊急経済対策相談体制支援　６０万円　[補１]
　　⇒商工会議所・商工会が行う有資格者等の説明会開催に対し１団体３０万円の支援

地域経済の支援・回復

【市】砺波市プレミアム付商品券発行事業　３,２７０万円　[補４][補１０]
　　⇒市内店舗の事業継続を図り、地域経済の活性化を促進するため商品券を発行
　　　（商工会議所/商工会会員の小売業・サービス業等対象、プレミアム率２０％）

【市】グルとな＆安心おかえり券発行事業　１,３６０万円　[補４]
　　⇒市内飲食店舗や旅客運送業の事業継続を図り、地域経済の活性化を促進するため商品券を発行
　　　（商工会議所/商工会会員の飲食店・タクシー・運転代行対象、プレミアム率３０％）

【市】街路バナー更新事業　４８万円　[補６]
　　⇒花ぶきロードの街路バナー（フラッグ）を更新し、地域の魅力を発信

【県･市】富山県新生活様式チャレンジ商店街等支援事業　１６万円　[補７]
　　⇒となみ駅前商店街内統一フラッグの設置（更新）を補助

【市】砺波市キャッシュレス決済還元事業　１億６,０００万円　[補１０]
　　⇒非接触型のキャッシュレス決済の導入・利用促進を図り、地域経済の活性化を促進するため、
　　　市内対象店舗でのキャッシュレス決済額の２０％を還元
　　　（市内全店舗対象、決済1回につき最大2,000円、期間内で最大6,000円）

【市】マイナンバーカード普及促進強化事業　１,１００万円　[補１０]
　　⇒マイナンバーカードの普及促進と地域経済活性化を目的として、

　　　対象期間中にマイナンバーカードを新規で取得した人に3,000円の商品券を交付

【市】市内企業ＰＲコンテンツ作成補助金　１２５万円　[補１０]
　　⇒県内外からの雇用マッチング等を促進するため、市内企業情報を発信するホームページの作成を支援

【市】本物を魅せる　となみへお出かけ宿泊割引券（県民限定）　１５９万円　[補４]
　　⇒市内ホテル・旅館の事業継続を図るため、県事業の割引と別枠で宿泊料金から一人当たり一泊1,000円を割引

【市】本物を魅せる　となみへお出かけ優待券　１,７４０万円　[補４]
　　⇒県内・外の観光客の来訪を促進するため宿泊料金から一人当たり一泊5,000円を割引　

【市】ホテル・旅館ダイレクトマーケティング事業　５００万円　[補４]
　　⇒県内及び近県の顧客に対しDMハガキを送付

　　　また、市内ホテル・旅館及び第70回砺波チューリップフェア等のPRのためウェブサイトを構築

【市】アフターコロナ首都圏プロモーション事業　１,７００万円　[補５]
　　⇒第70回砺波チューリップフェア及び市内観光施設等への誘客をPR

【市】チューリップ切花の魅力発信・販路開拓支援事業　７００万円　[補５]
　　⇒チューリップ切花の魅力を発信し、販路開拓を行うための支援

【市】となみ“花と笑顔”のプロジェクト　１,０６０万円　[補５]
　　⇒プランターや花束を配布し、花きの需要を喚起するとともに、花の街となみのイメージ高揚を図る

【市】ウィズコロナ砺波チューリップフェア開催準備等補助金　１,１５０万円　[補６][予]
　　⇒第70回フェアのための感染症対策等にかかる経費等（開催準備部分）を支援

【市】ウィズコロナ砺波チューリップフェア会場設営等補助金　５００万円　[補１０]
　　⇒第70回フェアのための感染症対策等にかかる経費等（会場設営部分）を支援

【県】AIチャットボット維持管理負担金　２７万円　[補１０]
　　⇒外国人観光客の利便性を図るため、県が主体となり県全域で導入される
　　　英語対応のAIチャットボットの維持管理費を負担

ともにがんばろう！

　 令和２・３年度 新型コロナウイルス感染症対策事業③

注　既に終了した事業を含む。

R２年度予算 
［予］ ・・・予備費対応（4月17日～）
［補１］ ・・・第１号補正（5月1日専決）
［補２  ］ ・・・第２号補正（5月19日議決）
［補３］ ・・・第３号補正（6月24日議決）
［補４］ ・・・第４号補正（6月24日議決）

［補５］ ・・・第５号補正（7月30日議決）
［補６］ ・・・第６号補正（9月15日議決）
［補７］ ・・・第７号補正（12月15日議決）
［補８］ ・・・第８号補正（12月15日議決）
［補10］ ・・・第10号補正（2月12日議決）
［補11］ ・・・第11号補正（3月16日議決）

R３年度予算
［当初］ ・・・当初予算（3月16日議決）
［補１］ ・・・第１号補正（4月23日議決）
［補２］ ・・・第２号補正（6月22日議決）



【国】特別定額給付金の支給　４８億７,２００万円　[補１]
　　⇒令和２年４月２７日現在の住民基本台帳に記録されている者を対象に、世帯構成員１人につき１０万円を支給

【国】傷病手当金の支給　１００万円　[補１]
　　⇒国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合等に傷病手当金を支給

【市】砺波市新生児特別給付金の支給　２,７３０万円　[補５]
　　⇒国の特別定額給付金対象外となる令和２年４月２８日～令和３年４月１日出生の新生児１人につき１０万円を支給

【国】子育て世帯への臨時特別給付金の支給　７,４８８万円　[補１]
　　⇒児童手当を受給する世帯に対し、　対象児童１人当たり１万円を支給（対象児童数　約6,400人）

【市】ひとり親世帯等臨時特別給付金　１,３９２万円　[補２]
　　⇒学校休業等の影響を受けているひとり親世帯等を対象に、保護者１人３万円、児童１人２万円を支給

【国】ひとり親世帯臨時特別給付金〈１〉　１,５０６万円　[補４]
　　⇒低所得のひとり親世帯等を支援するため、児童扶養手当受給者１世帯５万円
　　　第２子以降１人３万円の給付金を支給

【国】ひとり親世帯臨時特別給付金〈２〉　２,４２６万円　[補５]
　　⇒対象者に１世帯５万円、第２子以降１人３万円の給付金を支給
　　　また、家計が急変し収入が減少した方等に対し1世帯５万円の追加給付金を支給

【国】ひとり親世帯臨時特別給付金〈３〉　１,６６６万円　[補８]
　　⇒〈１〉〈２〉の基本給付の支給を受けている方に対し１世帯５万円、第２子以降１人３万円の給付金を再支給

【国】子育て世帯生活支援特別給付金　４,７４２万円　[補１][補２]
　　⇒長期化するコロナ禍の中、低所得の子育て世帯に対し、１８歳未満の子１人５万円の給付金を支給

【県】ひとり親世帯への県独自の生活支援給付金　８１２万円　[補１０]
　　⇒国のひとり親世帯臨時特別給付金受給者へ１世帯３万円を給付

【県・市】ひとり親家庭応援事業　２４９万円　[補３]
　　⇒県と共同で児童扶養手当受給世帯であるひとり親世帯等にお米券２０枚（８,８００円分）を配布

【市】ひとり親家庭応援！うん米(まい)「散居のかおり」盛りモリ元気事業　８５万円　[補４]
　　⇒ひとり親家庭応援事業お米券で、となみ野コシヒカリ「散居のかおり」を通常よりも多く購入できるように支援

【市】就労継続支援事業等利用者緊急支援　１１９万円　[補２]
　　⇒就労継続支援事業等利用者の在宅生活の質の維持向上を図るため、１か月当たり１万円を６か月間支給

【市】砺波市就学支援臨時特別給付金　８１４万円　[補４][予]
　　⇒要保護・準要保護児童生徒の世帯を支援するため、保護者１人につき３万円、児童生徒１人につき２万円を支給

【市】新型コロナウイルス感染症対策ポータルサイトの開設　２０万円　[予]

【市】広報となみ新型コロナウイルス感染症対策臨時号の発行　３５万円　[予]

【市】児童手当現況届の郵送方式への変更対応　３８万円　[補１]　

生活支援・新しい生活様式へ

【国】児童生徒１人１台端末の整備　１億８,２０８円　[補３][補６]
　　⇒ＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒１人１台の端末を前倒して整備

【市】郵便コミュニケーション事業　６２万円　[予]
　　⇒臨時休業中の小中学校における児童生徒と学校との往復はがき等によるコミュニケーションを図る

【市】電子黒板の整備　２,７７１万円　[補４][補５]
　　⇒教室における3密対策のため、空き教室等を活用した授業をサポートする電子黒板等を整備

【市】家庭学習のための通信機器整備支援　５６０万円　[補４]
　　⇒小中学校休業時、インターネットを用いた家庭学習が可能となるよう要保護・準要保護世帯等にポケットWi-Fiを貸与

【市】学校再開のための環境整備　１５２万円＋３２７万円　[補３][予][当初]
　　⇒小中学校に非接触型体温計等を配置、廊下も教室として利用する授業に向けた照明整備　等

【市】スクールバスの増車　７７６万円＋１,３８６万円　[補５][当初][補２]
　　⇒砺波北部小、庄東小、庄川小が利用する市営バス及びスクールバスの３密を防ぐためバスを増車

【市】臨時休業に係る夏季休業期間短縮に伴う経費　１,５７２万円　[補５]
　　⇒冷房設備稼働による電気料の増額、会計年度任用職員の勤務日数増加による報酬の増額

【市】放課後児童健全育成事業　３４４万円　[補５]
　　⇒小学校の休業期間中に長時間の開所を行った放課後児童クラブに対して運営委託料を増額

【市】修学旅行キャンセル料補助金　６２万円　[補６]
　　⇒中学校の修学旅行キャンセル料を市で負担

【市】学校施設手洗いレバー式への交換　７１６万円　[補１０]
　　⇒手洗い水栓をより接触の少ないレバー式に交換

【市】生徒用机・椅子の更新　２,０５１万円　[補１０]
　　⇒1人1台端末と教科書の同時使用に対応するため、天板サイズの大きい新JIS規格に対応した机・椅子を導入

【市】学校施設内トイレの洋式化　２,００４万円　[補１１]
　　⇒飛沫の発生を抑えるため、水を流す際にふたを閉めることができる洋式トイレに更新

【市】学校への感染症対策物品の整備　１,２４０万円　[補１０]

【市】給食センター空調設備の更新　８５９万円　[補５]

【市】給食センター真空冷却機の更新　２,３５２万円　[補１０]

【市】公立保育所・認定こども園ＩＣＴ支援システム導入　４,２２７万円　[補１０]
　　⇒保護者との緊急連絡体制の整備と業務の効率化を図るため、公立6園にＩＣＴ支援システムを導入

【市】私立認定こども園ＩＣＴ支援システム導入事業費補助金　２,０３１万円　[補１０]
　　⇒市内私立4園が公立園と同様のＩＣＴ環境を整備するための経費を補助

【国】児童福祉施設等におけるマスク等の購入　６６２万円　[補１]
　　⇒保育所、認定こども園及び幼稚園において、１施設当たり５０万円を上限としてマスク等を２か年で整備

【市】感染症拡大防止物品購入費補助金　３００万円　[補５]
　　⇒私立の保育所・認定こども園、子育て支援センターが行う資機材の整備に対し補助金を交付

【市】子ども・子育て関連施設への感染症対策物品の配置　１,７００万円　[補５]

【市】保育所・認定こども園給食室環境整備　２８９万円　[補１０]

【市】光ケーブル化事業（TONAMIまるごと光化ミッション）２億４,０１７万円　[補５]
　　⇒オンライン授業やテレワーク等のための情報通信基盤の整備として、市内全域を光ケーブル化

【市】夜間公共交通維持確保支援事業　１８０万円　[補５]
　　⇒夜間の緊急時に対応できるよう運行体制をとっている市内タクシー事業者に対し補助金を交付

【市】デマンドタクシー感染防止運行支援事業　５６万円　[補５]
　　⇒1便あたり4名以上の予約の際、密な状況を避けるため追加運行する費用について補助

【市】公共交通感染防止運行支援協力事業　２４２万円　[補６]
　　⇒平日朝夕ラッシュ時の3密回避に資するバス運行等に対して県と連携して支援

【市】田園サイクリングコース整備事業　４６１万円　[補６]
　　⇒新しい生活様式の中で自転車の活用を図るためコースを整備

　《市税》 市税の徴収猶予「特例制度」の実施
　　　⇒条件を満たす場合、納期限から最長１年間の徴収猶予・延滞金を免除（R2のみ）

　《市税》国民健康保険税の減免　⇒条件を満たす場合、保険税を全額免除または一部減額（R2・3）

　《奨学金》奨学金の返還猶予　⇒返還が困難な場合、限り返還を猶予（R2のみ）

緊急生活支援 ともにがんばろう！

次
の
ス
テ
ッ
プ
に
！

　 令和２・３年度 新型コロナウイルス感染症対策事業②
R２年度予算 
［予］ ・・・予備費対応（4月17日～）
［補１］ ・・・第１号補正（5月1日専決）
［補２  ］ ・・・第２号補正（5月19日議決）
［補３］ ・・・第３号補正（6月24日議決）
［補４］ ・・・第４号補正（6月24日議決）

［補５］ ・・・第５号補正（7月30日議決）
［補６］ ・・・第６号補正（9月15日議決）
［補７］ ・・・第７号補正（12月15日議決）
［補８］ ・・・第８号補正（12月15日議決）
［補10］ ・・・第10号補正（2月12日議決）
［補11］ ・・・第11号補正（3月16日議決）

注　既に終了した事業を含む。

R３年度予算
［当初］ ・・・当初予算（3月16日議決）
［補１］ ・・・第１号補正（4月23日議決）
［補２］ ・・・第２号補正（6月22日議決）


