
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（令和２年度実施計画分）の実施状況と効果

整
理
番
号

事業名 事業の概要
交付金
活用額
（千円）

実施状況 事業の効果

1
感染防止仕切
り板配置事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、行政窓
口での飛沫感染防止用として
アクリル製仕切り板を購入し
配置する。

     700 
飛沫感染防止用としてアクリ
ル製仕切り板を購入した。
・６０台購入

行政窓口における市民と職員
の新型コロナウイルス感染症
の拡大防止に寄与した。

2
病院事業会計
繰出

砺波市病院事業における新型
コロナウイルス感染症対策に
要する経費を支援する。

  10,000 
砺波市病院事業における新型
コロナウイルス感染症対策に
要する経費を支援した。

感染症対策に必要な費用を繰
り出したことにより、病院業
務の継続性が確保された。

3

みんなで安
心！三世代応
援マスク配布
事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、感染リ
スクの高い三世代同居家庭に
対してマスクを配布する。

   6,118 
三世代同居家庭に対してマス
クを配布した。
・１，５９４世帯配付

感染リスクの高い三世代同居
家庭の新型コロナウイルス感
染症の拡大防止に寄与した。

4
ポータルサイ
ト開設事業

ポータルサイトを開設し、市
民に有益な情報へのアクセス
を容易にする。

     198 ポータルサイトを開設した。

市民に有益な新型コロナウイ
ルス感染症対策及び支援に関
する情報へのアクセスが容易
になった。

5
広報となみ臨
時号発行事業

市広報の臨時号を発行し、市
民に有益な情報を提供する。

     354 市広報の臨時号を発行した。
市民に有益な新型コロナウイ
ルス感染症対策及び支援に関
する情報が提供できた。

6
防災用マスク
備蓄事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、災害時
等における予防用マスクを備
蓄用に整備する。

     440 
災害時等における予防用マス
クを整備した。
・５０枚／１６０箱備蓄

災害時等における新型コロナ
ウイルス感染症予防用マスク
が備蓄された。

7

新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策事
業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、生活保
護ケースワーカーが訪問時に
使用する非接触型体温計を整
備する。

      59 

生活保護ケースワーカーが訪
問時に使用する非接触型体温
計を整備した。
・５個整備

生活保護ケースワーカーが非
接触型体温計を訪問時に使用
することで、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止に寄与
した。

8

新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策事
業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、福祉セ
ンター（３施設）及び健康福
祉施設（１施設）の更衣室に
空気清浄機を設置する。

   1,592 
空気清浄機を設置した。
・４施設に設置

福祉センター（３施設）及び
健康福祉施設（１施設）の更
衣室に空気清浄機を設置し、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に寄与した。

9

新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策事
業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、高齢介
護課・地域包括支援センター
事務所へに空気清浄機及び非
接触型体温計を設置する。

     658 

空気清浄機を設置した。
・２台設置

非接触型体温計を設置した。
・３０個設置

高齢介護課・地域包括支援セ
ンター事務所に空気清浄機及
び非接触型体温計を設置し、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に寄与した。



整
理
番
号

事業名 事業の概要
交付金
活用額
（千円）

実施状況 事業の効果

10
公共的空間
安全・安心
確保事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、公共施
設内の消毒･除菌体制を確保す
るためオゾン発生器を整備す
る。

     796 
下記の除菌用機器を整備し
た。
・オゾン脱臭器

庄川健康プラザにおける、新
型コロナウイルス感染症の拡
大防止に寄与した。

11
公共的空間
安全・安心
確保事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、公共施
設に非接触型体温計を整備す
る。

      24 
非接触型体温計を設置した。
・２個設置

庄川健康プラザにおける、新
型コロナウイルス感染症の拡
大防止に寄与した。

12
母子保健対策
事業

妊婦への新型コロナウイルス
感染症の感染予防を図るた
め、妊婦に対してサージカル
マスクを配付する。

     250 
妊婦に対してサージカルマス
クを配付した。
・４３７人配付

感染リスクの高い妊婦の新型
コロナウイルス感染症の拡大
防止に寄与した。

13
母子保健対策
事業

乳幼児の新型コロナウイルス
感染症の感染予防を図るた
め、乳幼児健康診査の実施の
ための必要備品を整備する。

   1,650 

オゾン発生器を整備した。
・５台整備

医師用グローブやフェイス
ガードなどの必要備品を整備
した。

感染リスクの高い乳幼児の新
型コロナウイルス感染症の拡
大防止に寄与した。

14
がん予防検診
事業

がん検診時の新型コロナウイ
ルス感染症の感染予防を図る
ため、がん検診実施のための
必要備品を整備する。

   1,481 

非接触型体温計を整備した。
・５個整備

手指消毒液などの必要備品を
整備した。

がん検診時の新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止に寄与
した。

15
３コミ郵便コ
ミュニケー
ション事業

小中学校休業時の児童生徒の
心のケア等のため、往復はが
き等により児童生徒と学級担
任が連絡をとりあう。

     440 
往復はがきやレターパック等
を購入し、児童生徒と学級担
任が連絡をとりあった。

往復はがき等により児童生徒
と学級担任が連絡をとりあう
ことで、小中学校休業時の児
童生徒の心のケア等が図られ
た。

16

砺波っ子！コ
ロナにまけな
いぞ！！子供
用マスク配布
事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、市内の小学
生および保育所・認定こども
園・幼稚園に通う３歳以上児
に対して子供用マスクを配布
する。

     917 

市内の小学生および保育所・
認定こども園・幼稚園に通う
３歳以上児に対して子供用マ
スクを配布した。

市内の小学生および保育所・
認定こども園・幼稚園に通う
３歳以上児が安心して生活で
きる環境づくりに寄与した。

17

富山県・市町
村新型コロナ
ウイルス感染
症拡大防止協
力金事業

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、県の休業の要
請等に応じて、要請期間中、
全面的に協力いただける中小
企業・個人事業主に対し、協
力金を支給する。

  13,750 
中小企業・個人事業主に対し
協力金を支給した。
・支給件数１９７件

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、多く
の中小企業・個人事業主に協
力いただき、爆発的な感染拡
大防止に寄与した。



整
理
番
号

事業名 事業の概要
交付金
活用額
（千円）

実施状況 事業の効果

18

砺波市新型コ
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

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、県の休業の要
請等に応じて、要請期間中、
全面的に協力いただける中小
企業・個人事業主に対し、協
力金を上乗せして支給する。

   5,500 

中小企業・個人事業主に対し
上乗せして協力金を支給し
た。
・支給件数５５件

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、多く
の中小企業・個人事業主に協
力いただき、爆発的な感染拡
大防止に寄与した。

19
砺波市観光関
連事業者緊急
支援給付金

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた、観光関連
事業者が事業継続を図ること
ができるよう、給付金を給付
する。

     400 
観光関連事業者に給付金を給
付した。
・給付件数２件

新型コロナウイルス感染症の
影響により落ち込んだ観光関
連事業者の経済的な負担軽減
に繋がった。

20
となみ元気創
出スクラム奨
励金

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた、中小企業
等で構成する団体が経営の回
復又は事業応援を図ることが
できるよう、奨励金を支給す
る。

   2,273 
中小企業等で構成する団体に
奨励金を支給した。
・支給件数５件

新型コロナウイルス感染症の
影響により落ち込んだ中小企
業等で構成する団体の経済的
な負担軽減に繋がった。

21
砺波市緊急経
済対策相談体
制支援事業

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた、中小企業
者等が事業継続を図ることが
できるよう、相談窓口を開設
する。

     600 
中小企業者等の相談窓口を開
設した。
・相談件数３９件

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の
事業継承に寄与した。

22

砺波市中小企
業新型コロナ
ウイルス感染
症に関する金
融支援に係る
保証料助成金

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた、中小企業
者等が事業継続を図ることが
できるよう、保証料を助成す
る。

   5,076 
中小企業者等へ保証料を助成
した。
・保証料助成件数５８件

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の
経済的な負担軽減に繋がっ
た。

23

砺波市中小企
業新型コロナ
ウイルス感染
症に関する金
融支援に係る
利子補給金

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた、中小企業
者等が事業継続を図ることが
できるよう、金融支援に係る
利子補給金を支援する。

   9,672 
中小企業者等へ利子補給金を
支援した。
・保証料助成件数６３件

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の
経済的な負担軽減に繋がっ
た。

24
児童手当給付
事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、６月実施の
児童手当現況届の受付を対面
方式から郵送方式へ変更す
る。

     382 
６月実施の児童手当現況届の
受付を対面方式から郵送方式
へ変更した。

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、児童
手当受給者の爆発的な感染拡
大防止に寄与した。



整
理
番
号

事業名 事業の概要
交付金
活用額
（千円）

実施状況 事業の効果

25
避難所におけ
る感染拡大防
止対策事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、避難所に必
要な保健衛生用品等を整備す
る。

   7,673 

２１地区自主防災組織へ下記
保健衛生用品等を整備した。
・感染防止用マスク
・手指消毒用アルコール
・ハンドソープ
・フェイスガード
・ゴーグル
・ゴム手袋
・非接触型温度計・体温計
・使い捨てスリッパ
・感染対策用ガウン
・段ボールパーテーション
・受付用パーテーション

感染症対策に必要な保健衛生
用品等を整備することによ
り、避難所を使用しなければ
ならなくなった際の環境づく
りに寄与した。

26

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

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、市内障害福
祉施設等の従事者等の感染予
防に係る経費を交付する。

   2,600 

市内障害福祉施設等の従事者
等の感染予防に係る経費を交
付した。
・交付施設等１９事業所

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、市内
障害福祉施設等の従事者等の
感染拡大防止に寄与した。

27
就労継続支援
事業等利用者
緊急支援事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、就労継続支
援事業等利用者の生活の質の
維持向上を図るための経費を
支援する。

   1,190 
就労継続支援事業等利用者に
経費を支援した。
・支援者数５８人

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、就労
継続支援事業等利用者の生活
の質の維持向上に寄与した。

28

砺波市介護施
設従事者等新
型コロナウイ
ルス感染症防
止対策支援臨
時交付金

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、市内介護施
設等の従事者等の感染予防に
係る経費を交付する。

  10,450 
市内介護施設従事者等の感染
予防に係る経費を交付した。
・交付施設等９２事業所

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、市内
介護施設従事者等の感染拡大
防止に寄与した。

29

砺波市新型コ
ロナウイルス
感染症拡大防
止による休業
要請延長に係
る協力金

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、県の休業の要
請等に応じて、要請期間中、
全面的に協力いただける中小
企業者等に対し、協力金を上
乗せして支給する。

   4,100 
中小企業者等に対し上乗せし
て協力金を支給した。
・支給件数４１件

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、多く
の中小企業者等に協力いただ
き、爆発的な感染拡大防止に
寄与した。

30

砺波市中小企
業者等テレ
ワーク導入支
援補助金

働き方改革及び事業継続を図
るため、中小企業者等にテレ
ワークの導入を促進するため
の機器購入等を補助する。

      45 
中小企業者等にテレワーク導
入支援補助金を補助した。
・補助件数１件

中小企業者等にテレワークの
導入が促進され、働き方改革
及び事業継続に寄与した。

31

砺波市新型コ
ロナウイルス
感染症拡大に
よる中小企業
者等家賃支援
補助金

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた、中小企業
者等が事業継続を図ることが
できるよう、家賃を補助す
る。

  12,080 
中小企業者等に家賃を補助し
た。
・補助件数１１６件

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の
事業継続に寄与した。

32

砺波市新型コ
ロナウイルス
感染症拡大に
伴う中小企業
者水道料金支
援事業

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた事業所の経
済活動を支援するため、水道
料金の基本料金６か月分相当
額を支援する。

   7,527 

要件に該当する事業所にメー
ター器の口径で区分された基
本料金６か月分相当額を交付
した。
・交付事業所２２４事業所

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた事業所の経済的
な負担軽減に繋がった。



整
理
番
号

事業名 事業の概要
交付金
活用額
（千円）

実施状況 事業の効果

33
砺波市ひとり
親世帯等臨時
特別給付金

長期化する新型コロナウイル
ス感染症の拡大により、経済
的・精神的負担の影響を大き
く受けているひとり親家庭
に、給付金を支給する。

  13,396 

該当する１世帯あたり５万円
（２人目以降１人あたり２万
円を加算）を給付した。
・給付人数：６６６人

ひとり親家庭の経済的負担の
軽減に寄与した。

34
児童生徒１人
１台端末購入
費

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、ＧＩＧＡス
クール構想により児童生徒１
人１台ずつ端末を購入する。

  57,840 
児童生徒１人１台ずつ端末を
購入した。
・購入台数１，３４０台

ＧＩＧＡスクール構想により
児童生徒１人１台端末が整備
され、学習活動の一層の充実
が図られた。

35
学校保健特別
対策事業費補
助金

学校再開等にあたり集団感染
のリスクを避けるために保健
衛生用品を整備する。 

     665 

市内１２小中学校へ下記保健
衛生用品等を整備した。
・アルコール消毒液
・非接触体温計

感染症対策に必要な保健衛生
用品等を整備することによ
り、教員の負担を軽減し、児
童生徒が安心して学べる環境
作りに寄与した。

36
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）
感染症対策を徹底しながら児
童生徒の学習保障をするため
の試みを各学校の裁量で柔軟
に対応できるよう学校教育活
動の再開を支援する。

   7,745 

市内小中学校に対し、児童生
徒の学習保障をするための試
みとして必要となる物品を整
備した。

感染症対策用に必要な物品を
整備することにより、感染症
リスクを最小限にしながら学
校活動を再開・継続させ、児
童生徒の学びを保障する体制
を整備した。

37
ひとり親家庭
応援事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴い経済的負担の影響
を大きく受けるひとり親家庭
（児童扶養手当受給者）に対
してお米券を支給する。

     428 

ひとり親家庭（児童扶養手当
受給者）に対してお米券を支
給した。
・支給世帯２２３世帯

ひとり親家庭の経済的負担の
軽減に寄与した。

38

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

新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴い経済的負担の影響
を大きく受けるひとり親家庭
（児童扶養手当受給者）に対
して砺波産特別栽培米を特別
価格で提供する。

     249 

ひとり親家庭（児童扶養手当
受給者）に対して砺波産特別
栽培米を合計約２千㎏提供し
た。

ひとり親家庭の経済的負担の
軽減に寄与した。

39
砺波市プレミ
アム付商品券
発行事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大により影響を受けた地域
経済の活性化を促進するた
め、プレミアム付商品券を発
行する。

  21,194 
商品券12,000円分を10,000円
で発行（プレミアム率２
０％）した。

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた地域経済の活性
化に寄与した。

40
グルとな＆安
心おかえり券
発行事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大により影響を受けた地域
経済の活性化を促進するた
め、グルとな＆安心おかえり
券を発行する。

  12,884 
商品券13,000円分を10,000円
で発行（プレミアム率３
０％）した。

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた地域経済の活性
化に寄与した。

41

本物を魅せる　
となみへお出
かけ宿泊割引
券（県民限
定）

新型コロナウイルス感染症の
拡大により影響を受けた市内
ホテル・旅館の事業継続を図
るため、宿泊割引券を発行す
る。

   1,585 
宿泊割引券1,000円分を発行し
た。

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた市内ホテル・旅
館の活性化に寄与した。
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42
本物を魅せる　
となみへお出
かけ優待券

新型コロナウイルス感染症の
拡大により影響を受けた市内
ホテル・旅館の事業継続を図
るため、宿泊優待券を発行す
る。

  16,636 
宿泊優待券4,000円分を発行し
た。

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた市内ホテル・旅
館の活性化に寄与した。

43

ホテル・旅館
ダイレクト
マーケティン
グ事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大により影響を受けた市内
ホテル・旅館の事業継続を図
るため、県内及び近県の顧客
を対象にダイレクトマーケ
ティングを実施する。

   5,000 

県内及び近県の顧客を対象に
ダイレクトマーケティングを
実施した。
・ダイレクトマーケティング
発送件数２１，３５４件

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた市内ホテル・旅
館の活性化に寄与した。

44
砺波市就学支
援臨時特別給
付金

新型コロナウイルス感染症の
拡大により影響を受けた要保
護・準要保護児童生徒を支援
するため、要保護・準要保護
児童生徒就学援助費を受給す
る世帯に給付金を支給する。

   8,090 

要保護・準要保護児童生徒就
学援助費を受給する世帯に給
付金を支給した。
・給付金支給者２１１人

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた要保護・準要保
護児童生徒の経済的な負担軽
減に繋がった。

45

Ｗｅｂ会議シ
ステム用庁内
Ｗｉ－Ｆｉ環
境整備

新型コロナウイルス感染症の
集団感染防止のため、リモー
ト会議環境を整備する。

   2,145 
リモート会議環境を整備し
た。

リモート会議等が実施可能に
なり、感染防止対策が強化さ
れ、集団感染のリスクが軽減
された。

46
避難所におけ
る感染拡大防
止対策事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、避難所に必
要な備蓄物資を整備する。

  28,353 

２１地区自主防災組織へ下記
備蓄物資を整備した。
・感染防止用テント
・パーテーション
・毛布
・トイレ
・ウエットティッシュ
・防水シート
・温湿度計
・携帯拡声器
・扇風機
・発電機
・バルーンライト
・無線機

感染症対策に必要な備蓄物資
を整備することにより、避難
所を使用しなければならなく
なった際の環境づくりに寄与
した。

47

消防団配置新
型コロナウイ
ルス感染拡大
防止物品購入
費

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、消防団活動
及び避難所開設時等における
保健衛生用品等を整備する。

   3,900 

消防団へ下記保健衛生用品等
を整備した。
・サージカルマスク
・手指消毒液
・ハンドソープ
・レインスーツ

感染症対策に必要な保健衛生
用品等を整備することによ
り、消防団活動及び避難所開
設時等の環境づくりに寄与し
た。

48
病院事業会計
繰出

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、市立砺波総
合病院の保健衛生用品等を整
備するために必要な経費を繰
出しする。

   8,000 
市立砺波総合病院が保健衛生
用品等を整備するために必要
な経費を繰出した。

感染症対策に必要な保健衛生
用品等を整備するための費用
を繰出ししたことにより、病
院業務の継続性が確保され
た。

49
オムツ交換台
修繕事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、トイレにオ
ムツ交換台を整備する。

     462 
トイレにオムツ交換台を整備
した。
・整備したオムツ交換台２台

トイレにオムツ交換台を整備
することにより、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止に
寄与した。
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50
砺波市夜間公
共交通維持確
保支援事業

市内の公共交通を維持するた
め、夜間運行体制を確保して
いる市内タクシー事業者に支
援を行う。

     300 
市内タクシー事業者に支援を
行った。
・支援事業者１者

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けたタクシー事業者
の経営維持に寄与した。

51
デマンドタク
シー感染防止
運行支援事業

デマンドタクシーの利用に際
し密を回避し、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止を図
るため、デマンドタクシー１
便につき４名以上予約があっ
た場合に追加運行するために
補助する。

     362 

デマンドタクシー事業者に追
加運行分するために補助し
た。
・追加運行補助５２台

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、デマ
ンドタクシー事業者に協力い
ただき、爆発的な感染拡大防
止に寄与した。

52

ウィズコロナ
首都圏等プロ
モーション事
業

ウィズコロナのなか、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
図るため、首都圏及び北陸三
県等においてプロモーション
を実施する。

  16,997 

首都圏において下記プロモー
ションを実施した。
・大宮駅にて観光ＰＲキャラ
バンを実施
・京浜東北線、湘南新宿線に
交通広告を実施
・生花店とタイアップ
・首都圏は東京駅ほか１６
駅、北陸では金沢駅ほか２駅
サイネージ広告を実施
・タウン情報誌ＦＯＶＯ、Ｕ
ＲＡＲＡ、さるぼぼに広告等
を掲載

首都圏での第７０回砺波
チューリップフェア及び市内
観光施設等の認知度の向上に
寄与した。

53

チューリップ
切花の魅力発
信・販路開拓
支援事業

チューリップ切花の魅力を発
信し販路拡大をはかるため、
首都圏においてプロモーショ
ンを実施する。

   7,000 
ＰＲビデオやグッズを作成
し、首都圏においてプロモー
ションを実施した。

首都圏でのチューリップ切花
の販路拡大に寄与した。

54
となみ“花と
笑顔”のプロ
ジェクト

新型コロナウィルスの影響で
落ち込んだ花卉の需要を喚起
するとともに、花の魅力で市
民の心に癒やしと活力を与え
笑顔にするため、施設等へ花
束や花苗、プランターを配付
する。

  10,600 

施設へ花束や花苗、プラン
ターを配付した。
・花束の配付１００施設
・花苗やプランターの配付２
１地区へ各１００個

新型コロナウィルスの影響で
落ち込んだ花卉の需要を喚起
するとともに、花の魅力で市
民の心に癒やしと活力を与え
笑顔にした。

55
スクールバス
増便事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、小学校のス
クールバスを増便し、車内密
度の低減を図る。

   7,223 

小学校のスクールバスを増便
した。
・期間：令和２年７月１日～
令和３年３月２４日

スクールバス内での新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止
に寄与した。

56

臨時休業に係
る夏季休業期
間短縮に伴う
電気料

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、小中学校の
臨時休業に係る夏季休業期間
短縮に伴う電気料を措置す
る。

   5,323 
小中学校の臨時休業に係る夏
季休業期間短縮に伴う電気料
を措置した。

小中学校の臨時休業に係る夏
季休業期間短縮に伴う環境づ
くりに寄与した。
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57

臨時休業に係
る夏季休業期
間短縮に伴う
人件費

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、小中学校の
臨時休業に係る夏季休業期間
短縮に伴う会計年度任用職員
の人件費を措置する。

   4,383 

小中学校の臨時休業に係る夏
季休業期間短縮に伴う会計年
度任用職員の人件費を措置し
た。

小中学校の臨時休業に係る夏
季休業期間短縮に伴う環境づ
くりに寄与した。

58
学校給食セン
ター空調設備
更新工事

小中学校の臨時休業に係る休
業期間短縮など夏場の食中毒
の原因となる有害微生物の汚
染と増殖を防ぎ、安全・安心
な学校給食を提供するため、
空調設備を整備する。

   8,591 

夏場の食中毒の原因となる有
害微生物の汚染と増殖を防
ぎ、安全・安心な学校給食を
提供するため、空調設備を整
備した。

食品の適切な温度管理によ
り、安全安心な学校給食の提
供に寄与した。

59
市内小中学校
電子黒板等整
備事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、ＧＩＧＡス
クール構想により整備される
児童生徒１人１台端末の効果
が最大となるよう市内小中学
校全クラスに電子黒板を設置
する。

  12,213 
市内小中学校全クラスに電子
黒板を設置した。
・購入台数６０台

市内小中学校全クラスに電子
黒板が設置され、学習活動の
一層の充実が図られた。

60
新生児特別給
付金

新型コロナウイルス感染症の
拡大により影響を受けた子育
て世帯を支援するため、特例
給付金の該当とならない新生
児の保護者に給付金を支給す
る。

  24,400 

特例給付金の該当とならない
新生児（令和２年４月２８日
～令和３年３月３１日まで）
の保護者に給付金を支給し
た。
・支給人数２４４人

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた子育て世帯の経
済的な負担軽減に繋がった。

61
文化芸術振興
費補助金

砺波市文化会館来館者の新型
コロナウイルス感染症の予防
のため、空調設備機器を改修
する。

   9,543 
砺波市文化会館の空調設備機
器を改修した。

砺波市文化会館来館者に対し
て、新型コロナウイルス感染
予防対策を講じることができ
た。

62
文化芸術振興
費補助金

砺波市美術館来館者の新型コ
ロナウイルス感染症の予防の
ため、空調設備機器の改修及
び空気清浄機を整備する。

   3,765 
砺波市美術館の空調設備機器
の改修と空気清浄機を整備し
た。

砺波市美術館来館者に対し
て、新型コロナウイルス感染
予防対策を講じることができ
た。

63
市立図書館へ
の図書消毒機
設置事業

図書館利用者の新型コロナウ
イルス感染症の予防のため、
図書資料等を消毒するための
機器を設置する。

   2,178 
図書資料等を消毒するための
機器を設置した。

図書館利用者に対して、新型
コロナウイルス感染予防対策
を講じることができた。

64
砺波民具展示
室保管室環境
整備費

砺波民具展示室来場者及び学
校施設利用者の新型コロナウ
イルス感染症の予防のため、
空調機器を整備する。

   5,706 
砺波民具展示室に空調機器を
整備した。

砺波民具展示室来場者及び学
校施設利用者の新型コロナウ
イルス感染症予防対策を講じ
ることができた。
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65
子どもインフ
ルエンザ予防
接種助成事業

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を
抑制し、医療機関の負担軽減
と子育て世帯の経済的・精神
的負担を軽減することを目的
に、中学生のインフルエンザ
の予防接種費用に助成する。

   2,721 

中学生のインフルエンザの予
防接種費用に助成した。
・助成対象期間：令和２年１
０月１日～令和３年１月３１
日
・助成利用実績：９０７人

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の
抑制、および医療機関の負担
軽減と子育て世帯の経済的・
精神的負担の軽減に寄与し
た。

66

新型コロナウ
イルス感染拡
大防止物品購
入事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、必要な保健
衛生用品等を整備する。

     450 

下記保健衛生用品等を整備し
た。
・消毒綿
・耐水シーツ
・グローブ
・フェイスシールド
・フェイスシールドバイザー
・手指消毒液

感染症対策に必要な保健衛生
用品等を整備することによ
り、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のための環境づ
くりに寄与した。

67
がん検診予約
受付体制整備
事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、がん検診の
受付体制を予約制に変更し、
３密対応を図りながらがん検
診を実施する。

   6,820 
がん検診の受付体制を予約制
に変更した。

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、がん
検診受診者の爆発的な感染拡
大防止に寄与した。

68

砺波市新型コ
ロナウイルス
感染症対応介
護従事者慰労
金交付事業

新型コロナウイルス感染症が
拡大するなか、介護認定に対
応する介護認定調査員に対し
て慰労金を交付する。

     450 
介護認定調査員に対して慰労
金１人５万円を交付した。
・交付者９人

介護認定に対応する介護認定
調査員に対する慰労を図っ
た。

69
公共交通感染
防止運行協力
支援事業

新型コロナウイルス感染症が
拡大するなかで運行を維持す
る公共交通事業者に対して運
行経費を支援する。

   2,417 

新型コロナウイルス感染症が
拡大するなかで運行を維持す
る公共交通事業者に対して運
行経費の一部を支援した。
・生活路線バス運行事業者2事
業者

生活路線バスの運行本数を維
持することで密回避を図り、
感染拡大防止に寄与した。

70

砺波市中小企
業新型コロナ
ウイルス感染
症対応資金等
利子補給金基
金

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた、中小企業
者等が事業継続を図ることが
できるよう、金融支援に係る
利子補給に係る費用を積み立
てする。

  42,946 
中小企業者等へ利子補給金を
積み立てた。

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の
経済的な負担軽減に繋がっ
た。

71

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

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、第７０回砺
波チューリップフェアにおけ
る保健衛生用品等を整備に必
要な経費を支援する。

  10,000 

下記保健衛生用品等を整備す
るための経費を支援した。
・体温測定器
・アルコール消毒液
・感染防止告知看板
・スタッフ感染対策用品　な
ど

新型コロナウイルス感染症対
策に必要な保健衛生用品等を
整備することにより、第７０
回砺波チューリップフェアに
おける新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のための環境
づくりに寄与した。

72

砺波市道田園
サイクリング
コース延伸
ルート整備事
業

新型コロナウイルス感染症の
なか健康増進及び交通渋滞緩
和を図るため、サイクリング
コース延伸ルートのナビゲー
ターライン等の路面標示を整
備する。

   4,554 
サイクリングコース延伸ルー
トのナビゲーターライン等の
路面標示を整備した。

サイクリングコースの走行環
境の更なる充実や、健康増進
に寄与した。



整
理
番
号

事業名 事業の概要
交付金
活用額
（千円）

実施状況 事業の効果

73
街路バナー
更新事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、街路バナー
（フラッグ）を用いて感染予
防実施の啓発と地域の魅力を
発信する。

     484 

市道の街路バナー（フラッ
グ）を用いて感染予防実施の
啓発と地域の魅力を発信し
た。

街路バナー（フラッグ）を用
いて感染予防実施の啓発と地
域の魅力の発信に寄与した。

74
都市公園
遊具更新事業

公園内での新型コロナウイル
ス感染症の拡大防のため、
ソーシャルディスタンスを確
保できるよう遊具の再配置・
更新を行う。

   5,478 

遊具の再配置・更新を行っ
た。
・撤去した遊具２３基
・設置した遊具１３基

公園内でのソーシャルディス
タンスが確保され、公園の魅
力アップに寄与した。

75
修学旅行キャ
ンセル料補助
事業

市立中学校に通う生徒をもつ
保護者の経済的負担の軽減の
ため、修学旅行等が中止され
た場合のキャンセル料等を支
援する。

     612 

市立中学校に通う生徒をもつ
保護者の経済的負担の軽減の
ため、修学旅行等が中止され
た場合のキャンセル料等を支
援した。
・市立中学校２校

保護者等が負担することとな
る修学旅行のキャンセル料等
を支援することで、経済的な
負担軽減につながった。

76

砺波っ子！コ
ロナにまけな
いぞ！！第2弾
子供用の夏マ
スク配布事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、市内の小学
生および保育所・認定こども
園・幼稚園に通う３歳以上児
に対して子供用夏マスクを配
布する。

     830 

市内の小学生および保育所・
認定こども園・幼稚園に通う
３歳以上児に対して子供用夏
マスクを配布した。

市内の小学生および保育所・
認定こども園・幼稚園に通う
３歳以上児が安心して生活で
きる環境づくりに寄与した。

77
公園閉鎖
業務委託事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止等のため、砺波
チューリップ公園の閉鎖業務
を委託する。

   1,500 

砺波チューリップ公園を閉鎖
した。
・閉鎖期間：令和２年４月３
日～７月２４日

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、これ
まで砺波チューリップ公園の
利用者の爆発的な感染拡大防
止に寄与した。

78

議場飛沫感染
防止対策アク
リル製仕切り
板設置事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、議場に飛沫
感染防止用アクリル製仕切り
板を設置する。

      88 
議場に飛沫感染防止用アクリ
ル製仕切り板を設置した。

議員、傍聴者、職員が安心・
安全できる環境の整備に寄与
するとともに、感染拡大防止
につながった。

79
病院事業会計
繰出

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、市立砺波総
合病院の新型コロナウイルス
感染症対策に必要な経費を繰
出しする。

  12,000 

市立砺波総合病院が新型コロ
ナウイルス感染症対策に必要
な経費を繰出した。
・設備修繕、備品購入等
・病院出入口の警備体制強化
・リモート面会等のための
ネットワーク環境整備

感染症対策に必要な費用を繰
出ししたことにより、病院業
務の継続性が確保された。

80
油田体育館福
祉作業所空調
設備更新工事

油田体育館福祉作業所利用者
の新型コロナウイルス感染症
の予防のため、空調機器を更
新する。

   3,762 
油田体育館福祉作業所の空調
機器を更新した。

油田体育館福祉作業所利用者
の新型コロナウイルス感染症
予防対策を講じることができ
た。



整
理
番
号

事業名 事業の概要
交付金
活用額
（千円）

実施状況 事業の効果

81
学校給食セン
ター真空冷却
機更新事業

小中学校の臨時休業に係る休
業期間短縮など夏場の食中毒
の原因となる有害微生物の汚
染と増殖を防ぎ、安全・安心
な学校給食を提供するため、
真空冷却機を更新する。

  22,220 

夏場の食中毒の原因となる有
害微生物の汚染と増殖を防
ぎ、安全・安心な学校給食を
提供するため、真空冷却機を
更新した。

食品の適切な温度管理によ
り、安全安心な学校給食の提
供に寄与した。

82
マイナンバー
カード普及促
進強化事業

マイナンバーカード普及促進
強化及び地域経済活性化を図
るため、一定期間中のマイナ
ンバーカード取得者に対して
商品券を交付する。

   6,435 

一定期間中のマイナンバー
カード取得者に対して商品券
を交付した。
・カード申請期間：令和３年
５月１日～７月３１日
・交付人数１，４９２人

マイナンバーカード普及促進
強化及び地域経済活性化に寄
与した。

83
砺波市プレミ
アム付商品券
発行事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大により影響を受けた地域
経済の活性化を促進するた
め、プレミアム付商品券を発
行する。

  21,285 
商品券12,000円分を10,000円
で発行（プレミアム率２
０％）した。

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた地域経済の活性
化に寄与した。

84
砺波市キャッ
シュレス決済
還元事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大により影響を受けた地域
経済の活性化を促進するた
め、キャッシュレス決裁還元
事業を実施する。

 149,945 
1回2,000円相当・期間6,000円
相当（還元率２０％）を実施
した。

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた地域経済の活性
化に寄与した。

85

砺波市中小企
業新型コロナ
ウイルス感染
症対応資金等
利子補給金基
金

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた、中小企業
者等が事業承継を図ることが
できるよう、金融支援に係る
利子補給に係る費用を積み立
てする。

  24,810 
中小企業者等へ利子補給金を
積み立てた。

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の
経済的な負担軽減に繋がっ
た。

86
砺波市内企業
ＰＲコンテン
ツ作成補助金

市内企業の情報発信やイン
ターンシップ・人材マッチン
グを行うため、新たなＨＰ・
動画作成費を補助する。

   1,250 
新たなＨＰ・動画作成費を補
助した。

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の
経済的な負担軽減に繋がっ
た。

87
ＡＩチャット
ボット維持管
理負担金

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
で導入する英語対応のＡＩ
チャットボットの維持管理費
を負担する。

     136 
英語対応のＡＩチャットボッ
トを整備した。

新型コロナウイルス感染症に
より影響を受けた外国人観光
客の利便性向上に寄与した。

89

庄川健康プラ
ザ新型コロナ
ウイルス感染
拡大防止対策
事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、施設内
の接触感染防止用消毒用品等
を整備する。

     378 
下記消毒用品等を整備した。
・手指消毒用アルコール

庄川健康プラザにおける新型
コロナウイルス感染症の拡大
防止に寄与した。

90

庄川健康プラ
ザ新型コロナ
ウイルス感染
拡大防止対策
事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、飛沫感
染等予防のため施設内換気扇
の全熱交換機器フィルターを
更新する。

      88 
施設内換気扇の全熱交換機器
フィルターを交換した。

庄川健康プラザにおける新型
コロナウイルス感染症の拡大
防止に寄与した。



整
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番
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91

庄川健康プラ
ザ新型コロナ
ウイルス感染
拡大防止対策
事業

庄川健康プラザのプール利用
者と体操教室利用者との密集
を避けるため、２か所目の出
入口の環境整備を行う。

      22 
庄川健康プラザに２か所目の
出入口の環境整備を行った。

庄川健康プラザにおける新型
コロナウイルス感染症の拡大
防止に寄与した。

92

庄川健康プラ
ザ新型コロナ
ウイルス感染
拡大防止対策
事業

庄川健康プラザ利用者の新型
コロナウイルス感染症の予防
のため、除菌用機器を整備す
る。

     398 
下記除菌用機器を整備した。
・オゾン脱臭器

庄川健康プラザにおける新型
コロナウイルス感染症の拡大
防止に寄与した。

93
避難所におけ
る感染拡大防
止対策事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、避難所に必
要な備蓄物資を整備する。

   3,067 

２１地区自主防災組織へ下記
備蓄物資を整備した。
・避難所用アルミ折りたたみ
式マット

感染症対策に必要な備蓄物資
を整備することにより、避難
所を使用しなければならなく
なった際の環境づくりに寄与
した。

94

新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策事
業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、福祉セン
ター及び健康福祉施設、生き
がいセンターの入口に顔認証
温度検知システム（卓上型）
を設置する。

   1,353 

福祉センター及び健康福祉施
設、生きがいセンターの入口
に顔認証温度検知システム
（卓上型）を設置した。
・設置施設６施設

福祉センター及び健康福祉施
設、生きがいセンター利用者
の新型コロナウイルス感染症
予防対策を講じることができ
た。

95

新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策事
業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、健康福祉施
設「ゆずの郷やまぶき」の浴
室（男湯・女湯）に外部網戸
を設置する。

     297 
健康福祉施設「ゆずの郷やま
ぶき」の浴室（男湯・女湯）
に外部網戸を設置した。

健康福祉施設「ゆずの郷やま
ぶき」利用者の新型コロナウ
イルス感染症予防対策を講じ
ることができた。

96

新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策事
業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、福祉セン
ター「苗加苑」の受付・事務
所のエアコンを更新する。

     589 
福祉センター「苗加苑」の受
付・事務所のエアコンを更新
した。

福祉センター「苗加苑」の受
付・事務所と利用者が使用す
るフロアーを区切ることで、
利用者及び従事者の新型コロ
ナウイルス感染症予防対策を
講じることができた。

97

新型コロナウ
イルス感染拡
大防止対策事
業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、社会福祉会
館のエアコンを更新する。

   1,760 
社会福祉会館のエアコンを更
新した。

社会福祉会館を利用する高齢
者や社会福祉活動団体、社会
福祉協議会職員の新型コロナ
ウイルス感染症予防対策を講
じることができた。
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99
中学校児童生
徒用机・椅子
更新事業

ＧＩＧＡスクール構想の効果
の最大化のため、中学校生徒
の机・椅子を新ＪＩＳ規格に
対応したものに更新する。

  17,699 
中学校生徒の机・椅子を新Ｊ
ＩＳ規格に対応したものに更
新した。

市内中学校全生徒の机・椅子
が新ＪＩＳ規格に対応したも
のになり、学習活動の一層の
充実が図られた。

100
学校保健特別
対策事業費補
助金

（感染症対策等の学校教育活
動継続に係る支援事務）
学校の感染症対策を徹底した
うえで、学校教育活動を円滑
に継続するために各学校の裁
量で柔軟に対応できる経費等
を支援する。

   6,199 
市内小中学校へ下記保健衛生
用品等を整備した。
・アルコール消毒薬等

感染症対策用に必要な保健衛
生用品を整備することによ
り、感染症リスクを最小限に
しながら学校活動を再開・継
続させ、児童生徒の学びを保
障する体制の整備を推進し
た。

101
小中学校施設
手洗いレバー
交換事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、市内小中学
校の手洗いカランの操作部を
ハンドル式からレバー式に交
換する。

   4,648 

市内小中学校の手洗いカラン
の操作部をハンドル式からレ
バー式に交換した。
・小学校９７７か所
・中学校６８８か所

感染症リスクを最小限にしな
がら学校活動を再開・継続さ
せ、児童生徒の学びを保障す
る体制の整備を推進した。

102
小中学校トイ
レ洋式化事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、市内小中学
校のトイレを洋式化する。

   2,327 

市内小中学校のトイレを洋式
化した。
・小学校１０個
・中学校１２個

感染症リスクを最小限にしな
がら学校活動を再開・継続さ
せ、児童生徒の学びを保障す
る体制の整備を推進した。

103
子ども・子育
て支援交付金

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、小中学校の
臨時休業に係る放課後児童ク
ラブの運営経費を措置する。

     991 
小中学校の臨時休業に係る放
課後児童クラブの運営経費を
措置した。

小中学校の臨時休業に係る夏
季休業期間短縮に伴う環境づ
くりに寄与した。

104

保育所・認定
こども園ＩＣ
Ｔ支援システ
ム導入事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、保育所・認
定こども園にＩＣＴ支援シス
テムを導入する。

  57,783 
保育所・認定こども園にＩＣ
Ｔ支援システムを導入した。

市内の保育所・認定こども園
に通う乳幼児が安心して生活
できる環境づくりに寄与し
た。

105

保育所・認定
こども園給食
室衛生環境改
善事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、保育所・認
定こども園給食室のトイレ洋
式化や洗浄室床を補修する。

   1,177 
保育所・認定こども園給食室
のトイレ洋式化や洗浄室床を
補修した。

市内の保育所・認定こども園
に通う乳幼児が安心して生活
できる環境づくりに寄与し
た。

106
乳幼児健診抗
ウイルス環境
整備事業

乳幼児の新型コロナウイルス
感染症の感染予防を図るた
め、乳幼児健康診査の実施の
ための必要備品を整備する。

     925 

下記保健衛生用品等を整備し
た。
・センサー付手指消毒液一式
ディスペンサー・スタンド
・手指消毒剤
・顔認証温度検知システム一
式
・抗菌カーペット等一式

感染リスクの高い乳幼児の新
型コロナウイルス感染症の拡
大防止に寄与した。
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実施状況 事業の効果

107

むし歯予防
パーフェクト
作戦事業感染
対策

幼児・小学生の新型コロナウ
イルス感染症の感染予防を図
るため、フッ素洗口時に紙
コップを利用する。

     285 
フッ素洗口時に紙コップを利
用する方式に変更した。

感染リスクの高い幼児・小学
生の新型コロナウイルス感染
症の拡大防止に寄与した。

108
がん検診安心
安全環境整備
事業

がん検診時の新型コロナウイ
ルス感染症の感染予防を図る
ため、がん検診実施のための
必要備品を整備する。

     706 

下記必要備品を整備した。
・消毒綿
・アイシールド
・プラスチックグローブ
・マスク
・センサー付手指消毒液一式
ディスペンサー・スタンド
・手指消毒剤
・顔認証温度検知システム一
式

がん検診時の新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止に寄与
した。

109
がん施設検診
導入事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、大腸がん検
診の施設検診を導入する。

   1,781 
大腸がん検診の施設検診を導
入した。

新型コロナウイルス感染症の
拡大が懸念されるなか、大腸
がん検診の受診率と利便性の
向上に寄与した。

110

新型コロナウ
イルス感染症
流行下におけ
る妊産婦総合
対策事業

新型コロナウイルス感染症流
行下における妊産婦への寄り
添った支援を行うため、保健
指導や個別相談のオンライン
実施のための整備を行う。

     416 
保健指導や個別相談のオンラ
イン実施のための整備を行っ
た。

新型コロナウイルス感染症流
行下において、妊産婦への寄
り添った支援体制の整備によ
り、安全・安心の確保に寄与
した。

111

生涯学習・文
化施設手洗い
レバー交換工
事

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、生涯学習・
文化施設の手洗いカランの操
作部をハンドル式からレバー
式に交換する。

     124 

生涯学習・文化施設の手洗い
カランの操作部をハンドル式
からレバー式に交換した。
・４６個

感染症リスクを最小限にしな
がら生涯学習・文化施設利用
者の感染拡大防止に寄与し
た。

112
社会体育施設
手洗いレバー
交換工事

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、社会体育施
設の手洗いカランの操作部を
ハンドル式からレバー式に交
換する。

     332 

社会体育施設の手洗いカラン
の操作部をハンドル式からレ
バー式に交換した。
・１３０個

感染症リスクを最小限にしな
がら社会体育施設利用者の感
染拡大防止に寄与した。

113

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

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、第７０回砺
波チューリップフェアにおけ
る感染症対策にかかる経費を
支援する。

   5,000 

下記の対策に支援した。
・検温及び手指消毒を行うた
めの入場門の設置
・会場内の密を避けるための
装飾の移動及び夜間警備の実
施
・発熱者等を一時的に待機さ
せるユニットハウスの設置

新型コロナウイルス感染症対
策にかかる経費を支援するこ
とにより、第７０回砺波
チューリップフェアにおける
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のための環境づくり
に寄与した。



整
理
番
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交付金
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（千円）

実施状況 事業の効果

114
障害者総合支
援事業費補助
金

（特別支援学校等の臨時休校
に伴う放課後等デイサービス
への支援等事業）
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、特別支援学
校の臨時休業に係る放課後デ
イサービス利用増加分を補助
する。

     108 
特別支援学校の臨時休業に係
る放課後デイサービス利用増
加分を補助した。

特別支援学校の臨時休業に係
る放課後デイサービス利用者
の経済的な負担軽減に繋がっ
た。

115
放課後児童ク
ラブ支援事業

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、小中学校の
臨時休業に係る放課後児童ク
ラブの運営経費を措置する。

     254 
小中学校の臨時休業に係る放
課後児童クラブの運営経費を
措置した。

小中学校の臨時休業に係る夏
季休業期間短縮に伴う環境づ
くりに寄与した。

116
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）
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、ＧＩＧＡス
クール構想により導入した児
童生徒１人１台端末に学習支
援ソフトを導入する。

   4,235 
児童生徒１人１台端末に学習
支援ソフトを導入した。

ＧＩＧＡスクール構想により
整備された児童生徒１人１台
端末に学習支援ソフトが導入
され、学習活動の一層の充実
が図られた。

117
無線システム
普及支援事業
費等補助金

（高度無線環境整備推進事
業）
ウィズコロナによる新しい生
活様式に対応するため、市内
の光ケーブル化未完了地区に
光ケーブル化およびＷｉ-Ｆｉ
による高度無線通信を導入す
る。

  99,776 

市内の光ケーブル化未完了地
区に光ケーブル化およびＷｉ-
Ｆｉによる高度無線通信を導
入した。

インフラ整備により、ウィズ
コロナによる新しい生活様式
に対応するための環境づくり
に寄与した。

118
無線システム
普及支援事業
費等補助金

（高度無線環境整備推進事
業）
ウィズコロナによる新しい生
活様式に対応するため、市内
の光ケーブル化未完了地区に
光ケーブル化およびＷｉ-Ｆｉ
による高度無線通信を導入す
る。

  49,320 

市内の光ケーブル化未完了地
区に光ケーブル化およびＷｉ-
Ｆｉによる高度無線通信を導
入した。

インフラ整備により、ウィズ
コロナによる新しい生活様式
に対応するための環境づくり
に寄与した。

119
ケーブルテレ
ビ光ケーブル
化事業

ウィズコロナによる新しい生
活様式への対応するため、市
内の光ケーブル化未完了地区
の放送網を光ケーブル化す
る。

  59,013 
市内の光ケーブル化未完了地
区の放送網を光ケーブル化し
た。

インフラ整備により、ウィズ
コロナによる新しい生活様式
に対応するための環境づくり
に寄与した。

121

富山県新生活
様式チャレン
ジ商店街等支
援事業

商店街のにぎわいを取り戻
し、コミュニティ機能を回復
させるため、商店街組織等の
「新しい生活様式」構築のた
めの取組みを支援する。

     180 

となみ駅前商店街振興組合の
「新しい生活様式」構築のた
め、統一フラッグ設置に支援
した。

となみ駅前商店街振興組合の
「新型コロナウイルス感染拡
大防止」や「にぎわい回復」
を図る取組みに支援すること
により、事業継続に寄与し
た。

122
医療圏急患セ
ンター運営費　
支援金

新型コロナウイルス感染症に
より利用者が減少した砺波医
療圏急患センターの運営安定
を図るため、運営費を支援す
る。

  10,879 
砺波医療圏急患センターの運
営安定を図るため、診療報酬
減収分の一部を支援した。

砺波医療圏急患センターの運
営安定が図られ、急患セン
ターの継続性が確保された。
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123
砺波南部小学
校廊下照明増
設工事

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、廊下を教室
の一部として使用できるよう
廊下の照明を増設する。

     191 
廊下を教室の一部として使用
できるよう廊下の照明を増設
した。

感染症リスクを最小限にしな
がら学校活動を再開・継続さ
せ、児童生徒の学びを保障す
る体制の整備を推進した。

124
学校臨時休業
対策費補助金

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、小中学校の
臨時休業に係る学校給食用基
本物資（パン、米飯、ソフト
麺、牛乳）の違約金を措置す
る。

     604 
小中学校の臨時休業に係る学
校給食用基本物資の違約金を
措置した。

小中学校の臨時休業に係る学
校給食用基本物資納入業者及
び保護者の経済的な負担軽減
に繋がった。

125
学校臨時休業
対策費補助金

（衛生管理改善事業）
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、学校給食再
開に向け衛生管理の徹底・改
善が図られるよう学校給食調
理業者に設備の更新費用を支
援する。

     250 

学校給食再開に向け衛生管理
の徹底・改善が図られるよう
学校給食調理業者に設備の更
新費用を支援した。
・支援事業者１者

学校給食調理業者の経済的な
負担軽減に繋がった。


