
事業実績 〇保育所トイレ衛生環境改善改修費用        合計:2,486,000円

効果検証
トイレを改修したことにより3密対策及び除菌・清掃しやすい環境を整えることができ、
安心して保育できる環境を整備することができた。

事業費 141万8千円

実施計画№ R2-54-②

事業概要
冬季間でも窓を開けて換気対策ができるように、児童館に室温調整が可能な暖房能力の
高い暖房機を整備するもの。

効果検証
児童の新型コロナウイルス感染症の感染予防を目的として、冬季間でも窓を開けて換気
しやすい環境を整えることで、安心して保育できる環境を整備することができた。

公共的空間安全・安心確保事業
（冬季間における換気対策のための暖房強化対策事業）

事業名

事業実績 〇暖房機購入費用（児童館3施設分）   合計:1,417,779円

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

子ども対策

事業費 248万6千円

実施計画№ R2-54-①

事業概要
静内保育所の子ども達が利用するトイレを改修し、3密対策及び除菌・清掃しやすい環境
を整え、安心して保育できる環境を整備するもの。

事業費 480万1千円

実施計画№ R2-31
福祉医療システム改修事業事業名

公共的空間安全・安心確保事業
（静内保育所トイレ衛生環境改善事業）

事業名

事業概要
中学生までの子どもに係る医療費自己負担額の助成方法を「役場窓口」から「医療機関
受診時」へ変更し、人との接触機会を半減させるため、既存システムの改修を行うも
の。

効果検証
助成方法を変更することにより、人との接触機会を半減でき、感染拡大防止を図ること
ができた。

事業実績

〇システム改修費及び印刷製本費等受給者証発行に係る経費
 ・福祉医療システム改修業務委託料:4,746,500円
   ・クラフト封筒購入費:4,586円
 ・受給者証印刷費:49,500円             合計:4,800,586円
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事業概要
GIGAスクール構想を推進するため、小中学校のオンライン学習の実施に必要な各種教材
等の整備を行うもの。

効果検証
オンライン学習に必要な各種教材等の整備を行い、GIGAスクール構想に基づく遠隔・オ
ンライン教育環境を整備することができた。

事業費 44万8千円

実施計画№ R2-21

事業概要
子ども達も触れる給食用の食缶を抗菌力の高いものに整備し、安心・安全な給食提供に
努めることを目的とするもの。

安全性の高い給食用食缶整備事業事業名

効果検証 保護者に発生した追加経費を助成することにより、保護者負担の軽減が図られた。

事業実績

〇デジタル教材等の購入に係る経費
 ・小学校デジタル教科書:7,736,960円
 ・小学校デジタル学習百科事典:2,750,000円
 ・中学校デジタル教科書:3,772,560円
 ・オンライン学習用デジタル教材:28,083,901円
 ・3Ｄ作成ソフト:462,000円
 ・ブックプレッサー:15,950円
 ・ブックスキャナー:54,780円
 ・大型スキャナー:378,070円           合計:43,254,221円

修学旅行の延期に伴う追加経費助成事業事業名

効果検証
抗菌力のあるステンレス製食缶を整備したことにより、安心・安全な給食提供を行うこ
とができた。

事業費 653万9千円

実施計画№ R2-22

事業概要
小中学生の修学旅行が延期になったことで保護者に発生した追加経費を助成することに
より、保護者負担の軽減を図るもの。

事業実績
〇修学旅行の延期に伴う追加経費助成金（三石中学校分）
 ・20名×22,380円＝447,600円

事業実績
〇ステンレス製給食用食缶購入経費
 ・抗菌食缶:235個 6,538,510円

事業費 4,325万4千円

実施計画№ R2-20
オンライン学習環境整備事業事業名

子ども対策_2 / 7 ページ



屋外運動推進事業事業名

事業費 176万2千円
小中学校⾧期休業振替分学校給食提供事業事業名

実施計画№ R2-77

事業概要
町内の公園、小学校及び保育所等にある屋外遊具へのウイルス付着を低減するための塗
装補修等を実施するほか、砂場の砂を抗菌砂へ入れ替え、子ども達が安心して遊べる環
境を整備するもの。

効果検証
子ども達が遊ぶ屋外遊具や砂場を感染しづらい環境にすることで、安心して遊ばせるこ
とができるようになった。

事業実績
〇学校給食調理業務等支援金
 ・給食提供日数増加に伴う調理員等22人の人件費:1,762,200円
（増加日数:調理員23日、調理補助員10日、配送運転手10日、配送添乗員10日）

実施計画№ R2-18

事業費 723万1千円

実施計画№ R2-13

事業実績

〇遊具塗装及び砂場砂入替
 ・遊具塗装:87基 12,078,000円
  （都市公園18、一般公園27、小学校23、児童館2、幼稚園1、保育所16）
 ・砂場砂入替:15箇所 1,336,500円
  （都市公園7、一般公園4、児童館2、保育所2）
                         合計:13,414,500円

事業概要
分散登校となった小中学校の令和2年4月、5月の給食費負担金の保護者負担を軽減する
もの。

事業費 1,341万5千円

効果検証
令和2年４月・５月の分散登校時に給食を提供したことによる追加負担金をすべて軽減し
たことにより、保護者の負担軽減が図られた。

事業概要
臨時休業で不足した授業時間数を確保するため、給食を最大限の日数で提供したことに
より、計画より稼働日数が大きく伸び、学校給食の調理や配送業務等の経費が増加した
ことから、給食調理配送等事業者に対して係る経費を支援するもの。

効果検証 委託業者の増加となった経費の一部を支援することで、業者負担の軽減が図られた。

事業実績
〇４月・５月分学校給食費支援
 ・賄材料費:7,231,124円

学校給食費の負担軽減事業事業名
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12-学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業
48-学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業
54-公共的空間安全・安心確保事業
（町有施設等感染症予防対策事業）

事業名

事業費 988万8千円

実施計画№ R2-12・48・54-③

事業実績

〇町有施設等感染症予防対策に係る経費
 ①小中学校感染症予防対策事業 313,890円・・・№12
  ・教材送付用封筒購入費:39,240円
  ・郵便料:420円
  ・バス借上料:274,230円
 ②学校の臨時休業に伴う学習等支援事業 2,076,044円・・・№48
  ・特別支援教育支援員に係る人件費（19名分）:2,047,988円
  ・外国人児童就学支援員に係る人件費（1名分）:28,056円
 ③公共的空間安全・安心確保事業 6,150,322円・・・№54
  ・抗菌用消耗品購入費用:1,799,371円
  ・空気清浄機等の備品購入費用:4,350,951円
 ④乳児室床張替事業 1,348,000円・・・№54
                       合計:9,888,256円

事業概要
保育所や小中学校等の町有施設における感染症予防対策を行うもの。
 ・乳児室床張替工事
 ・バス借上によるスクールバスの増台 ほか

効果検証
3密対策及び除菌・清掃しやすい環境を整え、安心して保育できる環境を整備し、児童の
感染予防対策を図ることができた。
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実施計画№ R2-63・73・74

事業概要
学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業として、各学校が段階的な学校
再開に際して、感染症対策等を徹底しながら児童及び生徒の学習保障を行うもの。

事業費 2,854万5千円

事業実績

（学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業）20,014,224円・・・№63
 ○学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る経費
  ・総事業費:20,014,224円
    国庫補助:補助対象20,000,000円×1/2＝10,000,000円
    補助裏分:20,000,000円-10,000,000円＝10,000,000円
    町単費:20,014,224円-10,000,000円-10,000,000円＝14,224円

（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）8,000,000円・・・№73
 〇児童生徒の学び保障のため、衛生用品や教職員の研修資料等の購入に係る経費
  ・総事業費:8,000,000円
    国庫補助:補助対象8,000,000円×1/2≒3,998,000円
    補助裏分:8,000,000円×1/2＝4,000,000円
    町単費:8,000,000円-3,998,000円-4,000,000円＝2,000円

（感染症対策のためのマスク等購入支援事業）531,240円・・・№74
 ○安心して学ぶことができる体制を促進するため、保健衛生用品等の整備に係る経費
  ・総事業費:531,240円
    国庫補助:補助対象527,000円×1/2≒263,000円
    補助裏分:527,000円-263,000円＝264,000円
    町単費:527,000円-263,000円-264,000円＝4,240円

                            合計:28,545,464円

効果検証
学校再開等にあたり保健衛生用品等を整備したことにより、感染のリスクを避け、児童
生徒が安心して学ぶことができる体制の整備が図られた。

事業名 学校保健特別対策事業費補助金
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事業名 学校臨時休業対策費補助金
事業費 62万8千円

実施計画№ R2-68

事業概要
臨時休業期間中の学校給食休止に係る給食費を保護者に対して返還等するための経費を
支援するもの。

事業実績

○購入した食材費及び保護者への給食費返還等に係る経費
 ・総事業費:購入した食材費611,015円+保護者への給食費返還等経費16,826円
       ＝627,841円
   国庫補助:627,841円×3/4≒470,000円
   補助裏分:627,841円-470,000円＝157,841円
                           合計:627,841円

効果検証
臨時休業期間中に購入予定だった食材のキャンセルに伴う違約金を含むすべてを町で負
担したことにより、保護者の負担軽減が図られた。

事業名 公立学校情報機器整備費補助金
事業費 952万6千円

実施計画№ R2-75・76

事業概要
学校からの遠隔学習機能を強化するための機器を整備し、GIGAスクール構想の推進を図
るもの。

事業実績

（学校からの遠隔学習機能の強化事業）968,000円・・・№75
 ○遠隔学習用WEBカメラ購入に係る経費
  ・総事業費:1台あたり12,100円×80台＝968,000円
    国庫補助:1校当たり35,000円×9校＝315,000円
         315,000円×1/2≒157,000円
    補助裏分:315,000円-157,000円＝158,000円
    補助対象外:653,000円

（GIGAスクールサポーター配置支援事業）8,558,000円・・・№76
 ○ＧＩＧＡスクールサポーター配置経費
  ・総事業費:8,558,000円
    国庫補助:8,558,000円×1/2＝4,279,000円
    補助裏分:8,558,000円-4,279,000円＝4,279,000円

                              合計9,526,000円

効果検証
遠隔学習用WEBカメラの整備及びGIGAスクールサポーターの配置により、GIGAスクー
ル構想の円滑な推進が図られた。
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事業費 116万2千円
実施計画№ R2-70

事業概要
コロナ感染症の感染拡大に伴い小学校が臨時休業等になった際に、平日の午前中から放
課後児童クラブを特別開所することによって、保護者が就労等で昼間家庭にいない場合
における小学生の保育場所を確保するもの。

事業名 障害者総合支援事業費補助金
事業費 20万9千円

実施計画№ R2-69

事業実績

○小学校臨時休業等により放課後児童クラブ（6クラブ）を特別開所するための経費
 ・総事業費:1,162,000円
   国庫補助:1,162,000円×1/3≒387,000円
   道補助:1,162,000円×1/3≒387,000円
   補助裏分:1,162,000円－387,000円-387,000円＝388,000円
                            合計:1,162,000円

効果検証
小学校の臨時休業日に家庭で保育をすることができない家庭の児童を午前中から預かる
ことにより、子どもの居場所を確保することができた。

事業概要
学校等休業期間中の放課後等デイサービス報酬単価が休業単価になることによる利用者
負担額増額分の補助、及び感染予防のため放課後等デイサービスを欠席した利用者への
代替的サービスに係る利用者負担額を補助するもの。

事業実績

○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事業に係る経費
 ・総事業費:208,519円
   国庫補助:208,519円×1/2≒104,000円
   道補助:208,519円×1/4≒52,000円
   補助裏分:208,519円－104,000円-52,000円＝52,519円
                            合計:208,519円

効果検証
新型コロナウイルス感染拡大防止のため措置された、学校等の臨時休業等に伴う放課後
等デイサービス利用による利用者負担増分を補助し、保護者の利用者負担等の軽減を図
ることができた。

事業名 子ども・子育て支援交付金
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