
 

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を活用した事業（実施計画計上分） 

 

（単位：千円） 

№ 事業の名称 事業の概要 計上事業費 

1 事業者支援給付金

事業 

売上が 20％以上減少した事業者に対して，事業経営の持続，継

続を支援するため給付金を支給する。 

90,500 

2・3 中小企業者金融支

援補助金 

県融資制度の運転資金を借り入れた中小企業者に対して，信用保

証料の全額と借入当初から３年間分の利子を補助する。  

127,500 

4・5 経営持続支援事業

補助金 

経営持続に向けて新型コロナウイルス感染症防止対策をはじめ，

情勢に応じた新たな形態に変更する取組に対して補助する。 

114,000 

6・7 中小企業相談窓口

強化事業 

中小企業診断士を配置し，融資や支援制度等に関する相談窓口を

開設する。 

2,464 

8 感染拡大防止協力

支援金負担金 

県の休業要請や協力依頼に応じて，施設の使用停止に全面的に協

力した中小企業者に対して支援金を支給する。 

29,792 

9 

・10 

地域経済活性化支

援事業 

① 市内の消費拡大促進による事業者支援及び地域経済の活性化

を図るため，プレミアム付き商品券「三次藩札」を発行する。 

② 商店街の活性化，賑わいの創出を図るため，既存商店街が集客

アップに繋がるイベントやセールなどの実施を支援する。 

60,000 

11 公用車購入事業 製造・販売が大幅に減少している自動車産業の下請け企業も含め

た業績回復に寄与するため，老朽化した公用車を更新する。 

17,240 

12 オンライン学習等

環境整備事業 

学校の臨時休業等の期間中においてもＩＣＴ活用による全ての

児童生徒の学びを保証するため，各家庭の通信環境整備等を推進す

る。 

11,133 

13 学校保健特別対策

事業費補助金 

① 学校の臨時休業中の児童生徒の家庭学習を支援するため，各家

庭へ学習課題等を送付する。 

② 学校における感染拡大防止対策を行うため，必要な物品を購入

する。 

35,500 

14 子育て応援金事業 子育て世帯の生活を支援するため，応援金として子ども一人あた

り１万円を支給する。 

65,700 

15 介護保険居宅サービ

ス事業所等支援金事

業 

介護サービス（居宅サービス等）事業所の運営を支援するため，

施設規模や形態に応じて給付金を支給する。 

9,996 

16 公共的空間安全・安

心確保事業 

利用者の多い公共施設における体調不良者をスムーズに確認，発

見し，利用者等の安全性を確保するため，検温機器を設置する。 

4,250 

17 避難所感染症拡大

防止事業 

避難所でのクラスター発生等を防止するため，必要な災害用備蓄

品を購入する。 

7,136 

18 感染症対策備蓄品

購入事業 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大第２波・第３波に備え，マ

スクや消毒液など感染予防対策備品・消耗品を備蓄する。 

6,500 

19 公共施設網戸設置

事業 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため，会議室等

使用時に換気する場合の防虫対策として，網戸を設置する。 

7,770 

20 インフルエンザ予

防接種事業 

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リスク

を軽減するため，高齢者・小児及び妊婦のインフルエンザ予防接種

費用を助成する。 

45,517 

21 

・22 

小中学校学習環境

整備事業 

夏季休業を短縮して授業実施するため，熱中症予防として特別教

室にエアコンを設置する。 

70,000 

23 学校給食用食材購入

費用等補助金事業 

学校の臨時休業に伴い不要となった給食について，保護者の負担

軽減及び納入業者の経営安定につなげるため，購入費用を補助す

る。 

635 



 

24 指定管理施設等支

援事業 

指定管理施設等の安定的な運営を下支えするため，休業等に伴い

利用料収入の大幅な減額が生じている指定管理者等を支援する。 

70,000 

25 交通事業者支援事

業 

外出自粛などの影響により利用客が減少し，経営に影響を受けて

いる交通事業者に対して支援する。 

20,000 

26 代替スポーツ大会

等開催支援事業 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった大会等の

代替開催を支援する。 

2,000 

27 オール三次観光・交

流事業補助金 

市内観光施設等の利用を促進するための，市民を対象に入館料・

体験料等のクーポン券を配布する。 

12,000 

28 市内宿泊施設誘客

事業 

市内宿泊施設の利用を促進するため，市内宿泊者（金，土，日，

祝日，祝前日）に対し，宿泊代の割引を行う。 

21,000 

29 地域経済活性化事

業（ポイント還元キ

ャッシュレス） 

新しい生活様式として，電子決済によるキャッシュレス化を推進

するとともに，プレミアムポイント付与により消費を喚起し，地域

経済を活性化する。 

52,000 

30 三次地区にぎわい

創出事業 

三次地区への来訪者の増加と周遊促進によるにぎわいを創出す

るため，周遊スポットの整備等を官民一体となって展開する。 

50,000 

31 キャンプ場等環境

整備事業 

密閉空間にならない自然の中でリフレッシュできる場所，ワーケ

ーション可能な場所を提供するための環境整備を行う。 

50,000 

32 市役所窓口キャッ

シュレス化事業 

市役所窓口における各種手数料支払いのキャッシュレス決済に

対応するとともに業務の効率化を図るため，必要な機器を整備す

る。 

1,680 

33 病院事業会計繰出・

補助（市立三次中央

病院キャッシュレス

化事業） 

市立三次中央病院の医療費支払いにかかるクレジット決済等に

対応するため，自動支払機の改修等を行う。（病院事業会計繰出・

補助） 

28,000 

34 テレワーク試験導

入事業 

新型コロナウイルス第２波以降への備えとして，テレワークの試

験導入に必要な整備を行う。 

6,867 

35 行政デジタル化事

業 

① 市議会常任委員会のケーブルテレビ中継に対応するため，庁舎

内会議室に音響設備等を整備する。 

② 会議等の円滑な実施等に対応するため，庁舎内会議室の音響設

備の整備，必要機器の整備等を行う。 

19,600 

36 行政事務ＩＣＴ化

事業 

① 庶務事務システムを導入し，感染リスクの低減，業務の効率化，

ペーパーレス化を推進する。 

② 財務会計システムに電子決裁機能を付与し，テレワークやペー

パーレス化に対応する。 

③ 福祉分野における会議のオンライン化，ペーパーレス化等への

対応に必要な機器を整備する。 

④ 保育所における保護者との連絡等をＩＣＴ化するため，必要な

システムを試験導入する。 

⑤ 災害調査や土木・建築測量等におけるＩＣＴ化を推進するた

め，ドローンを導入する。 

112,780 

37 学校ＩＣＴ活用事

業（タブレット端末

導入） 

ＧＩＧＡスクール構想の加速により，ＩＣＴ活用による全ての児

童生徒の学びが保証できる環境整備を行うため，タブレット端末

（１人１台）を整備する。 【事業費 232,460 千円の交付対象部分】 

120,409 

38 学校ＩＣＴ活用事

業（通信環境整備） 

体育館，放課後児童クラブ等のＷｉ‐Ｆｉ通信環境を整備する。 35,844 

39 学校大型提示装置

整備事業 

１人１台タブレット端末導入に併せ，効果的な授業展開を図るた

め，タブレット端末画面を表示する大型提示装置を整備する。 

22,860 



 

40 空き家情報バンク

利用促進事業 

移住希望者が現地を訪れることなく空き家等を見学できるよう

にするため，空き家情報バンクの機能充実を図る。 

340 

41 特別養護老人ホー

ム設備改修事業 

ナースコール等と連動した多機能型見守りシステムを導入し，入

所者と職員の接触回数を抑えたリスク管理や介護記録の自動作成

による感染対策，業務改善を行う。 

22,429 

42 備蓄倉庫整備事業 感染症対策に必要な物資を含む避難所用資機材を備蓄する倉庫

を浸水想定区域外，土砂災害警戒区域外に新たに整備する。 

70,220 

43 特別徴収税額通知

電子化事業 

住民税の特別徴収税額決定通知書を電子化するため，基幹業務シ

ステムの改修を行う。 

1,634 

44 子ども・子育て支援

交付金 

① 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブの特別開設に必要

な人材確保等や保護者負担金の減免措置を行う。） 

② 子育て援助活動支援事業（子育てサポート事業を利用する場合

の利用料相当額の助成（減免）を行う。） 

7,614 

45 学校保健特別対策

事業費補助金 

感染対策のため，小中学校の児童生徒にマスクを配布する。 1,270 

46 文化芸術振興費補

助金 

湯本豪一記念日本妖怪博物館の感染防止対策として，赤外線カメ

ラ等を設置する。 

458 

47 教育支援体制整備

事業費補助金 

夏季休業等を短縮して授業を実施するため，学習指導員を追加配

置する。 

4,109 

48 学校臨時休業対策

費補助金 

小中学校を臨時休校したことに伴い不要となった給食用食材購

入費用に係る保護者の負担を軽減する。 

1,543 

49 母子保健衛生費補

助金 

電子母子手帳オンライン相談を利用し，妊産婦への個別相談を実

施する。 

330 

50 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の利用

増加に対する支援を行う。 

120 

51 飲食事業者支援給

付金 

事業経営に特に影響を受けている飲食店に対して，支援金を支給

する。 

53,000 

 


