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【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事業の効果検証



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

総事業費 国庫補助額
交付金充当

額
起債額 一般財源 その他

381,054 351,168 6,908 317,745 - 16,771 9,744 

1 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策地域振興
券事業

地域振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響により疲弊した地域
経済の活性化及び家計の支援をするため、町内で使用
できる地域振興券を全町民に配布する。
②③地域振興券印刷代他903千円、郵送代2,018千円、
振興券交付金58,500千円（振興券配布数11,700冊×5千
円）
④全町民

R2.5 R3.3 61,421 59,867 59,250 617 

4月27日現在の町内住民登録者11,667人が対象で、その世帯主
宛に7月中に送付。使用期間が令和2年8月1日から令和3年1月
31日までで、町内の登録された147店舗等のうち94店舗にて使用
された。交付総額58,165,000円で、町内登録94店舗で56,988,000
円が使用され、町内の経済の活性化が図られた。

2 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策融資金利
子補給

地域振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業
者が、事業継続のため融資を受けた際の利子を補給し、
経営の安定化を図る。
②③利子補給金26,589千円（R2年度4,029千円、R3年度
6,505千円、R4年度5,641千円、R5年度4,776千円、R6年
度3,914千円、R7年度1,724千円）、郵送代15千円
④熊本県金融円滑化特別資金の融資を受けた事業者

R2.5 R3.3 26,604 26,602 24,327 2,275 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内40事業者の融資
を受けた利子に対して、4,027千円を補助し、事業継続の支援を
行った。
また、令和7年度までの利子補給金運用のため、22,560千円を基
金に積み立てた。

3 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策商工業事
業継続応援金

地域振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業
者の事業継続を支援する。
②③支援金　法人事業所20万円×60件　個人事業所10
万円×100事業者、郵送代84円×250件（商工会会員通
知）、84円×160件（交付決定通知）
④国の持続化給付金又は熊本県の事業継続支援金の
対象となった中小・小規模事業者（ひと月の売上が前年
同月比で30％以上減少した事業者）

R2.5 R3.3 22,035 20,235 20,234 1 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の事業継続の
ため応援金を支給し、支援を行った。
　法人事業者　40事業者　8,000,000円
　個人事業者122事業者　12,200,000円

4 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策事業所休
業等応援金

地域振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響により熊本県の休業
要請等に協力した事業者に対して支援する。
②③休業等支援金　休業支援金10万円×20事業所、営
業時間短縮支援金5万円×25事業所、郵送代84円×35
件
④熊本県の休業要請・依頼に協力した町内の中小・小規
模事業者

R2.5 R2.8 3,253 2,803 2,803 - 

新型コロナウイルス感染症の影響により、熊本県の休業要請等
に協力し、営業時間の短縮や休業を実施した事業者に対して応
援金を支給し事業の継続を支援した。
　休業支援　　　　18事業者　1,800,000円
　営業時間短縮　20事業者　1,000,000円

5 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策農林水産
業事業継続支
援金

農業振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の販
売金額が前年同月比で30％以上減少した農林水産事業
者へ支援金を定額支給し、事業継続を支援する。
②③支援金　農業法人：20万円×10件、個人農業者：10
万円×93件、郵送代84円×103件
④農林水産業事業者

R2.5 R3.3 11,309 10,100 10,000 100 

① 交付件数　97件（個人　93件　法人　4件）

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した農
林水産事業者へ支援金を定額支給することで、事業継続のを支
援につながった。

6 単
氷川町農業収
入安定化事業

農業振興課

①新型コロナウイルス感染症対策により農林水産業の経
営に影響が出ていることから、収入保険の保険料（掛捨
分）の1/2を補助することで、経営者の負担を軽減し事業
継続を図る。
②③R2加入者負担保険料（掛捨）補助金　13,622,779円
（対象者69人）×1/2＝6,811,389円
④農林水産業事業者

R2.9 R3.3 6,812 6,722 6,722 - 

① 補助対象者数　67名

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に影響のあっ
た農林水産業者に対し、収入保険の保険料（掛捨分）の1/2を補
助することで、経営者の負担を軽減し、経営の安定と事業継続の
支援につながった。

7 単
学生扶養世帯
給付金事業

学校教育課

①新型コロナウイルス感染症の影響で、経済的に厳しい
状況に置かれている学生を扶養する保護者を支援する
ため給付金を支給する。
②③給付金 50千円×233人、郵便料等事務費 18千円
（84円×214通）
④大学等で学ぶ学生を扶養する保護者

R2.6 R3.3 11,668 11,667 11,666 1 

対象：233人（保護者208人）
新型コロナウイルス感染症の影響で、経済的に厳しい状況に置
かれている学生を扶養する保護者を支援するため給付金を支給
し、学びの継続につながった。
申請受付期間：7月1日から9月30日

8 単
国民健康保険
被保険者証交
付事業

町民課

①国民健康保険被保険者証の交付について、新型コロ
ナウイルス感染症感染防止を図るため、各自治会公民
館等で対面交付する方式から郵送による交付へと変更
する。
②③被保険者証交付に係る郵便料 608千円（414円×
1,467件）
④－

R2.6 R3.3 608 608 608 - 

前年度までは、国民健康保険被保険者証の交付を各自治会公民
館等で対面で行っていたが、今回は郵送での交付を行ったことに
より、新型コロナウイルス感染症の感染リスクはなかった。
なお、郵送する準備作業の増大（封入作業、名簿作成、管理番号
の付番等）が課題である。

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の効果検証シート
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9 単

新型コロナウ
イルス感染症
感染防止対策
事業-1

学校教育課
生涯学習課

①新型コロウイルス感染症対策の影響により公共施設・
学校等における感染防止対策を講ずるため必要な物品
を購入する。
②③公共施設用、学校用
i:感染防止対策消耗品 196千円
　a:マスク450枚、手作りマスク材料
　b:アルコール消毒液90ℓ分
　c:窓口用シールド1ヶ所
　d:消毒用消耗品
ⅱ:感染防止対策用修繕　密室防止対策ドア修繕 44千円
④－

R2.4 R3.3 240 213 212 1 

（学校教育課）
各学校を対象にフッ化物洗口事業消耗品を購入したことで、洗口
場における感染防止対策が図られた。
（生涯学習課）
各公共施設、学校等を対象に必要な感染防止対策用の物品購
入と施設の修繕を行った。
感染症対策消耗品においては、主なところで消毒用アルコールを
90ℓ購入し、感染防止対策に備えることが出来た。
また、施設の修繕においては、密閉防止対策としてドア修繕を実
施し、活動時の感染防止が図られた。

10 単

新型コロナウ
イルス感染症
感染防止対策
事業-2

総務課
町民課
福祉課

農業振興課
地域振興課
学校教育課
生涯学習課

①新型コロナウイルス感染症対策の影響により町備蓄品
を使用したことによる補充及び公共施設・学校等におけ
る感染防止対策を講ずるため必要な物品を購入する。
②③町備蓄用、公共施設用、学校用
i:感染防止対策消耗品 11,880千円
　a:マスク52,975枚　b:アルコール消毒液772ℓ分
　c:次亜塩素酸消毒液540ℓ分　d:防護服400着
　e:非接触型体温計55個
　f:窓口用シールド4ヶ所、フェースシールド93枚
　g:ゴム手袋9,000枚等消耗品　  h:段ボールベッド100台
  i:アルミロールマット600枚　  j:水7,560ℓ分
  k:夏期調理作業服14着
ⅱ:感染防止対策用備品　8,782千円
  a:加湿器3台　b:オゾン水生成器1台
　c:AI体温検知カメラ15台　d:業務用ゴミ箱12台
　e:図書消毒機2台　f:空調リース4台
　g:空気清浄機2台
ⅲ:感染防止対策用備品購入助成 130千円（加湿器13台
分）
※その他の財源：県総合交付金1,716千円
④ⅲのみ立神峡公園管理者

R2.6 R3.3 20,792 18,414 16,600 98 1,716          

各公共施設、学校等を対象に必要な感染防止対策用の物品購
入を行い、合わせて町備蓄品の補充を行った。
感染症対策消耗品においては、主なところで非接触型体温計を
55個から74個に、防護服と段ボールベッドをそれぞれ400着から
410着、100台から200台と追加購入し、常時・非常時における感
染防止対策に備えることが出来た。
また、感染症対策備品においては、サーマルカメラや空気清浄機
などの物品購入を実施し、施設利用者や児童生徒並びに職員の
感染防止対策が図られた。

11 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策保育所等
従事者応援給
付金

福祉課

①小学校等臨時休業期間に子どもの居場所や保育サー
ビスの維持に貢献した保育等従事者への応援と謝意を
表すため、応援給付金を給付する。
②③　1人につき30千円×180人
④保育所職員、幼稚園職員、放課後児童クラブ職員等

R2.7 R3.3 5,400 4,740 4,740 - 

保育所6施設、小規模事業保育所1施設、幼稚園2施設、認可外
保育所2施設、放課後児童健全育成クラブ3施設の保育等従事者
へ1人につき30千円×158人の応援給付金を給付。
保育等従事者の意欲向上に貢献した。

12 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策花き購入
事業

農業振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中
止や活動自粛等で需要が低迷した花き生産者の事業継
続の支援及び日常生活での需要を喚起するため、公共
施設等に「氷川産花き」を展示し、花きの活用拡大を図
る。
・町内の公共施設、福祉施設等（84施設）へ11月～2月ま
で月２回、「氷川産花き」を展示する。
②③10,000円×84施設×2回×4月
④公共施設、福祉施設等

R2.7 R3.3 6,720 6,468 6,468 - 

① 町内の公共施設等56施設に氷川産花きを展示。
　  （56施設に月2回、4ヶ月間氷川産花きを展示。）
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中止や活
動自粛等で需要が低迷した花き生産者の事業継続の支援につな
がった。
また、日常生活での需要を喚起するため、公共施設等に「氷川産
花き」を展示し、花きの活用拡大が図られた。

13 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策公共施設
畳表張替事業

農業振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響により、活動自粛等
で需要が低迷したイ草生産者の事業継続の支援及び畳
の良さをＰＲし、畳表の需要を喚起するため、公共施設の
畳表の張替を行う。
②③8,000円×730畳（公共施設24施設）
④公共施設

R2.7 R3.3 5,840 5,691 5,690 1 

① 公共施設 23施設の畳表700畳の張替えを実施。

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、活動自粛等で需要
が低迷したイ草生産者の事業継続の支援につながった。
また、公共施設の畳表の張替えを行うことで、畳の良さをＰＲする
とともに、畳表の需要の喚起が図られた。

14 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策畳表張替
助成事業

農業振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響により、活動自粛等
で需要が低迷したイ草生産者の事業継続の支援及び畳
の良さをＰＲし、畳表の需要を喚起するため、町民の畳表
張替に係る経費の一部を助成する。
②③・助成額：張替に要する経費の1/2
・8,000円×1/2補助×2,000畳
④町民

R2.7 R3.3 8,000 5,795 5,300 495 

① 実施件数　135件　1,987畳の張替えを実施。

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、活動自粛等で需要
が低迷したイ草生産者の事業継続の支援につながった。
また、畳の良さをＰＲするとともに、畳表張替に係る経費の一部を
助成することで、畳表の需要の喚起が図られた。
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15 単

新型コロナウ
イルス感染症
感染防止対策
公共施設水道
トイレ等改修
事業

総務課
福祉課

農業振興課
地域振興課
学校教育課
生涯学習課

①新型コロナウイルス感染症の影響により、公共施設・
学校等における感染防止対策を講ずるため、水道蛇口
のレバー式化及びトイレ・手洗場の自動水洗化、トイレ等
照明スイッチの非接触型へ改修を行い、施設の衛生環境
を改善する。
②③29施設、880箇所
役場庁舎1,280千円、ふれあい公園258千円、学童保育
所356千円、常葉保育所487千円、宮原福祉センター・ふ
れあいセンター1,983千円、竜翔センター2,824千円、農産
加工センター630千円、まちづくり情報銀行・まちつくり酒
屋345千円、伝承館363千円、野津交流館283千円、竜北
公園・ウォーキングセンター893千円、農村広場226千円、
立神峡公園3,142千円、文化センター・氷川町公民館
1,663千円、竜北歴史資料館550千円、社会体育施設
2,451千円、竜北東小学校303千円、竜北西部小学校413
千円、宮原小学校330千円、竜北中学校413千円
※その他の財源：県総合交付金2,160千円
④公共施設、学校等

R2.6 R3.3 19,193 17,827 15,650 17 2,160          

対象：29施設、880箇所
R3.6月から各公共施設、学校等における水道蛇口のレバー式
化、トイレ・手洗場の自動水洗化、トイレ等照明スイッチの非接触
型への改修を行い、R3.1月までに事業を完了。施設利用者や児
童生徒並びに職員の感染防止につながった。
なお、今後においては一部未改修の照明スイッチや、各施設の出
入り口、トイレ等のドアノブなどについても対策を進める必要があ
る。

16 単

新型コロナウ
イルス感染症
感染防止対策
公共施設等水
道改修事業
（中学校組合
負担金事業）

学校教育課

①新型コロナウイルス感染症の影響により、氷川中学校
における感染防止対策を講ずるため、水道蛇口のレバー
式化へ改修を行い、施設の衛生環境を改善する。
②③レバー式自在水栓（手洗器）2,500円×109箇所×1.1
＝299,750円、299,750円×0.9344＝280千円
負担割合（R2.5.1生徒数による按分：氷川町0.9344、八代
市0.0656）
※その他の財源：八代市負担20千円
④氷川中学校

R2.6 R3.3 300 300 280 - 20              

対象：１施設（氷川中学校）、109箇所
R2.6月から学校における水道蛇口のレバー式化への改修を行
い、R2.9月までに事業を完了。生徒並びに職員の感染防止につ
ながった。
なお、今後においては一部未改修の照明スイッチや、各施設の出
入り口、トイレ等のドアノブなどについても対策を進める必要があ
る。

17 単
オンライン会
議環境整備事
業

総務課

①新しい生活様式に対応した会議形態に対応するため、
庁舎等のオンライン会議に必要な環境を整備する。
②③デスクトップ端末、カメラ内蔵スピーカーフォン、設定
費（各3台）　239千円×3台、国県とのテレビ会議用衛星
放送モニターケーブルの移設 655千円
④役場庁舎等

R2.9 R3.3 1,372 1,321 1,320 1 

オンライン会議実施件数：95件（事前テスト含む）
衛星会議実施件数：2件
オンライン会議が増加する中、環境が整った事で会議・研修等に
参加することができた。また、移動時間が抑えられ、業務の効率
化も図られた。
なお、会議が重複した場合、端末の確保ができない事が課題であ
る。

18 単

新型コロナウ
イルス感染症
感染拡大防止
事業

町民課

①公共施設から新型コロナウイルス感染者が発生した
際、消毒・清掃業務を専門業者へ委託する。また、事業
所（店舗・事務所・工場等）から新型コロナウイルス感染
者が発生又は感染者が立ち寄った場合の消毒・清掃作
業を行った経費を補助する。
②③公共施設200,000円×5施設、事業所100,000円×5
件補助
④公共施設、事業所

R2.9 R3.3 1,500 100 100 - 

氷川町１例目は高齢者施設からの発生であったが、保健所指導
による施設内の消毒作業が早急に実施されたことにより、クラス
ターには至らなかった。
本事業の目的である事業所等の早期復旧と、新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響による事業者の負担軽減は達成できた。

19 単
高齢者感染予
防対策事業

福祉課

①重症化のリスクが高いとされる高齢者の新型コロナウ
イルス感染を予防するため、感染対策用品を配付する。
②③感染対策用品1,378千円（啓発用エコバック425円×
2,346個×1.1、除菌シート360円×780パック）、感染予防
冊子197千円（76円×2,346個×1.1）、送付用封筒51千円
（19.6円×2,346枚×1.1）、郵送代1,666千円（710円×
2,346通）
④町内在住の75歳以上の高齢者

R2.9 R3.3 3,292 2,793 2,792 1 

重症化リスクが高いとされる町内在住の75歳以上の高齢者2,346
人を対象に、感染対策用品として除菌シート、啓発エコバックなど
を配付した。各個人に直接感染予防の対策及び啓発を図ること
により一層感染防止に繋がった。コロナが収束するまでは、今後
も予防対策や啓発は必要。

20 単
農産物PR・販
売促進事業

農業振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた氷川産農
産物のPR及び販売促進を図ることで、生産者の生産意
欲を高めるとともに、産業・観光交流拠点施設の「竜北物
産館」の販売機能を強化することで、地産地消等地域の
ものをより多くの地域で循環し、地域経済の好循環につ
なげる。
②③農産物PR広告宣伝に係る業務委託：TVCM、番組制
作費 4,786千円、特産品販売フェア開催経費 1,500千円、
氷川町産ブランド品宣伝資材作成経費 480千円
※その他の財源：県総合交付金2,500千円
④(有)氷川町まちづくり振興会

R2.9 R3.3 6,766 6,686 4,186 - 2,500          

① 農産物ＰＲ・販売促進事業の内容は、以下のとおり実施した。
　・ テレビＣＭ広告制作、放送宣伝
　・ 若手農業者を紹介した特別番組制作、放映
　・ 広告チラシ作成折込
　・ 物産館直売所内掲示用表示板設置
　・ イベント用販促物品の配布
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた氷川産農産物の
PR及び販売促進を図ることで、生産者の生産意欲の向上が図ら
れた。
また、産業・観光交流拠点施設の「竜北物産館」の販売機能を強
化することで、地産地消等地域のものをより多くの地域で循環し、
地域経済の好循環につながった。
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21 単
商工事業所予
防対策応援金
事業

地域振興課

①サービスを受ける人が密集、または一定時間以上滞在
する店舗等において、３つの密を避け安全に事業を継続
していくために、新型コロナウイルスの感染予防対策とし
て実施する店舗のリフォーム等及び機械器具等の整備
に要する費用の９割を補助する。
②③店舗リフォーム等応援金 25万円×50件（9割補助、
上限25万円）、機械器具等整備事業応援金 25万円×50
件（9割補助、上限25万円）、郵送代 17千円（84円×100
件×2回）
※その他の財源：県総合交付金2,500千円
④商工業事業者

R2.9 R3.3 25,017 18,448 16,727 - 1,721          

新型コロナウイルス感染症の予防対策として、事業所のリフォー
ムや空気清浄機等の購入費を補助することによって、来客者や
事業者が安全に安心して応対できるよう事業所の整備の促進が
図られた。また、整備に係る依頼事業者を町内の事業者に限定
することで、町内事業者の経済の活性化が図られた。
　事業所リフォーム事業　8事業者　1,902,000円
　機械器具購入事業　　85事業者　16,529,000円

22 単
感染予防対策
器具購入助成
事業

地域振興課

①新型コロナウイルス感染予防対策として、町民が住宅
の居室内の換気の補助器具として空気清浄機等感染予
防対策器具を町内店舗等で購入する費用の８割を助成
する。
②③12万円×350世帯（8割補助、上限12万円） 、郵送代
17千円（84円×200件×1回）
④町民

R2.9 R3.3 42,017 41,009 38,810 2,199 

新型コロナウイルス感染症対策で自宅居室内の換気の補助器具
として、空気清浄機等の購入を補助することにより、自宅内や家
族内感染の予防対策が図られた。また、購入先となる店舗等も町
内に限定したため、町内取扱事業者の経済の活性化も図られ
た。
　購入者　469件　　購入台数　737台
　購入総額　52,995,520円　　補助金額　41,630,100円

23 単
学校ICT機器
整備事業

学校教育課

①GIGAスクール構想の実現に向けた町内の小学校児童
１人1台端末の整備等更なる加速・強化を行い、新たな時
代に相応しい教育の実現を図る。
②③66,313千円
内訳）タブレット端末65,500円×511台、ソフト（Microsoft
365 Education GIGA Promo、SKY MENU Class、eライブ
ラリアドバンス、キューブきっず氷川町版、Windows
Server Device CAL）14,461,300円、充電保管庫・付属品・
設定費・機器保守一式12,352,250円、消費税6,028,405円
④町内小学校3校

R2.9 R3.3 66,313 58,011 49,355 8,656 

対象：町内小学校3校の児童　タブレット端末511台
GIGAスクール構想の実現に向けた町内の小学校児童１人1台端
末の整備等を行い、新たな時代に相応しい教育の実現が図られ
た。

なお、今後については、タブレット端末の活用スキルの向上と持ち
帰りによる家庭学習への活用を推進するために、機器の更新とイ
ンターネット環境整備が課題である。

24 単
情報発信強化
事業

企画財政課

①新型コロナウイルス感染症の情報発信の手段として重
要な役割を担っている町ホームページのシステムを改善
し、モバイル端末に一層対応したデザインにするなど、利
用者の利便性向上のため、ユーザビリティ、アクセシビリ
ティ、セキュリティの強化を図る。
②③ホームページシステム改修業務委託：ホームページ
作成管理システム導入2,361千円、ウェブアクセシビリティ
対応1,477千円、システム設定686千円、消費税453千
円、サーバー設定256千円
④氷川町

R2.9 R3.3 5,233 5,232 5,231 1 

高齢者や障がい者を含む全ての利用者が容易に情報収集できる
仕様に変更するとともに、パソコン、スマートフォン、タブレットな
ど、あらゆる端末からアクセスしても、画面サイズに合わせてレイ
アウト調整する機能を追加した。これにより、SNSを通じてHPへの
誘導が可能になるなど、利便性が大幅に向上した。月平均総アク
セス数は、令和2年度の56,446件に対し、令和3年度は59,717件と
約5.8%増加した。

25 単

新型コロナウ
イルス感染症
感染防止対策
公共施設改修
事業

福祉課

①１階が福祉センター、２階が体育センターである竜翔セ
ンターは複合施設であり、施設の空調・機械警備の操作
ができるのは１階のみとなっている。新型コロナウイルス
感染症感染防止対策として、重症化のリスクが高いとさ
れる高齢者を守るため、福祉施設利用者と体育施設利
用者が接触しないよう、２階にも操作管理できる設備を設
置するための改修を行い、それぞれ独立した管理を行
う。
②③警備ブロック増設・カードリーダー設置198千円、空
調スイッチ移設1,045千円
④竜翔センター

R2.9 R3.3 1,243 1,243 1,240 3 

竜翔センターは、１階の福祉センター、２階の体育センターからな
る複合施設となっている。施設の空調・機械警備の操作ができる
のは１階のみとなっていたが、新型コロナウイルス感染症感染防
止対策として、福祉施設利用者と体育施設利用者が密にならな
いよう、１階と２階の操作を分けた管理ができるよう整備した。
警備ブロック増設・カードリーダー設置198千円、空調スイッチ移
設1,045千円の改修を行い、それぞれ独立した管理を行うことで、
感染防止に繋がった。

26 単

新型コロナウ
イルス感染症
対策事業農業
制度資金利子
補給及び保証
料助成

農業振興課

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内農業
者が、事業継続のため融資を受けた際の利子の補給及
び保証料を助成し、経営の安定化を図る。
②③・利子補給（負担割合：町2/10、県5/10、金融機関
3/10）　R2分10千円（49,534円×2/10）、基金積立分（R3
～R7）109千円（542,067円×2/10）
・保証料助成（負担割合：町1/2、県1/2）　R2分8千円
（14,241円×1/2）、基金積立分（R3～R7）82千円
（162,335円×1/2）
※その他の財源：県負担分387千円
④融資を受けた農林水産事業者

R2.7 R3.4以降 596 239 200 7 32              

① 融資利用事業者　1事業者（新型コロナウイルス対策緊急資
金）

② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内農業者に対
し、事業継続のため融資を受けた際の利子の補給及び保証料を
助成することで、安心した資金調達が可能になり、事業継続はも
とより経営の安定化につながった。
また、令和7年度までの利子補給・保証料助成金運用のため、
190千円を基金に積み立てた。



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

総事業費 国庫補助額
交付金充当

額
起債額 一般財源 その他

Ｎｏ

補
助
・
単
独

交付対象事
業の名称

所管課

事業の概要
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）

事業
始期

事業
終期

効果検証計画事業費

27 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
支援事業に限
る）

学校教育課

（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新型コロナウイルス感染症の影響による段階的な学校
再開に伴う学校における感染症対策を講ずるため必要な
物品を購入する。
②③学校感染予防対策消耗品・備品　8,950千円のうち
国からの補助対象経費8,000千円-4,000千円（学校保健
特別対策事業費補助金1,000千円×4校）＝4,000千円
（町負担）
④町内小中学校4校

R2.9 R3.3 8,950 8,003 4,000 4,000 3 

各学校に必要な感染防止対策用の物品購入を行った。
感染症対策消耗品においては、主なところでアクリルパーテー
ションやアルコール消毒液、ハンドソープ等を購入し、常時・非常
時における感染防止対策に備えることが出来た。
また、感染症対策備品においては、大型循環送風機26台、非接
触型体温計2台などの物品購入を実施し、児童生徒並びに職員
の感染防止対策が図られた。

28 単
学校再開に伴
う感染症対策
事業

学校教育課

①新型コロナウイルス感染症の影響による段階的な学校
再開に伴う学校における感染症対策を講ずるため必要な
物品を購入する。
②③学校感染予防対策消耗品・備品　8,950千円のうち
事業№27の国庫補助事業を上回る950千円について町
単独事業として実施する。
④町内小中学校4校

R2.9 R3.3 950 490 489 1 

各学校を対象に必要な感染防止対策用の物品購入を行った。
感染症対策消耗品においては、主なところで、手指消毒用アル
コール10本、消毒用ウエットティシュ等を購入し、感染防止対策に
備えることが出来た。

29 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
支援事業に限
る）

学校教育課

（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新型コロナウイルス感染症の影響による段階的な学校
再開に伴う氷川中学校における感染症対策を講ずるた
め必要な物品を購入する。
②③学校感染予防対策消耗品・備品　2,221千円のうち
国からの補助対象経費2,000千円-1,000千円（学校保健
特別対策事業費補助金1,000千円×1校）＝1,000千円、
1,000千円×0.9344＝934千円（町負担）
・負担割合（R2.5.1生徒数による按分：氷川町0.9344、八
代市0.0656）
※その他の財源：八代市負担金66千円
④氷川中学校

R2.9 R3.3 2,221 2,007 1,000 940 1 66              

氷川中学校において、必要な感染防止対策用の物品購入を行っ
た。
感染症対策消耗品においては、主なところで卓上パーテーション
２個、除菌用アルコールウエットタオルやアルコールスプレー等を
購入し、常時・非常時における感染防止対策に備えることが出来
た。
また、感染症対策備品においては、大型循環送風機８台、超音波
式加湿器11台、非接触型体温測定器2台などの物品購入を実施
し、生徒並びに職員の感染防止対策が図られた。

30 単

学校再開に伴
う感染症対策
事業（中学校
組合負担金事
業）

学校教育課

①新型コロナウイルス感染症の影響による段階的な学校
再開に伴う氷川中学校における感染症対策を講ずるた
め必要な物品を購入する。
②③学校感染予防対策消耗品・備品　2,221千円のうち
事業№29の国庫補助事業を上回る補助対象外経費が
221千円、このうち207千円について町単独事業として実
施する。
・負担割合（R2.5.1生徒数による按分：氷川町0.9344、八
代市0.0656）により、221千円×0.9344＝207千円（町負
担）
※その他の財源：八代市負担金14千円
④氷川中学校

R2.9 R3.3 221 212 60 138 14              
熱湯消毒用の電気給湯ポットを購入。また、保健室に鉄製ベッド
及びウレタンマット等を整備したことで、体調不良を来たした生徒
への対応強化並びに室内における密接防止対策が図られた。

31 補
子ども・子育
て支援交付金

福祉課

（子ども・子育て支援交付金）
Ⓐ新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業
①新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、
春休み終了日の翌日以降の平日において、午前中から開所するため
の経費を補助する。
②③11,000円×3クラブ×23日＝759千円×1/3（町負担）　※その他
の財源：県負担分253千円（負担割合：国1/3、県1/3、町1/3）
Ⓑ新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支
援事業
①新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、
春休み終了日の翌日以降の平日において、午前中から開所するため
の人材確保等に要する経費を補助する。
②③21,000円×3クラブ×23日＝1,449千円×1/3（町負担）　※その他
の財源：県負担分483千円（負担割合：国1/3、県1/3、町1/3）
ⓒ新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業
①新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために、放課後児童
クラブを臨時休業させた場合等の日割り利用料について、保護者へ
返還した場合の経費を補助する。
②③500円×197人×43日＝4,235,500円、4,235,500円－（1,411千円
（国補助）+1,411千円（県補助））＝1,413,500円（町負担）　※その他の
財源：県負担分1,411千円（負担割合：国1/3、県1/3、町1/3）
ⒶⒷⓒすべて④放課後児童クラブ
ⒶⒷⓒ総事業費6,444千円のうち、国の補正予算に係る金額4,535千
円を計上する。（国負担1,511千円、県負担1,511千円、町負担1,513千
円）（様式1-1新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対
象事業地方負担額調より）

R2.4 R3.3 4,535 6,444 1,511 1,513 1,909 1,511          

小学校の臨時休校に伴い放課後児童健全育成クラブ3施設にお
いて、23日間の特別開所を実施し、1日11,000円×3クラブ×23日
の759千円を委託料として支出した。
また、利用料減免事業として3施設計4,235,500円、感染拡大防止
事業として3施設計625千円を補助したことで、学校の臨時休業期
間における放課後児童健全育成事業の実施確保を図り、保護者
の保育ニーズをカバーすることができた。
しかしながら、小学校の臨時休校に伴う午前中からの開所におい
ては、限られた支援員の中でローテーションを組むのが難しく、中
高年が多いうえに負担感が大きい。また、狭い施設は学校より感
染の危険性が危惧されるなど課題も多い。
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32 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
支援事業に限
る）

学校教育課

（感染症対策のためのマスク等購入支援事業）
①学校再開にあたり感染のリスクを避けるため、マスク等
必要な保健衛生用品を購入する。
②③マスク等保健衛生用品　259千円のうち国庫補助負
担金129千円（学校保健特別対策事業費補助金259千円
×1/2）、町負担130千円
④町内小中学校4校

R2.4 R3.3 259 479 129 130 220 

4校（小学校3校、中学校1校）を対象に必要な感染防止対策用の
物品購入を行った。
感染症対策消耗品においては、主なところで非接触型体温計9
個、手指消毒用アルコールジェル110本、マスク制作用品（布68ｍ
他）等を購入し、感染防止対策に備えることが出来た。

33 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
支援事業に限
る）

学校教育課

（感染症対策のためのマスク等購入支援事業）
①学校再開にあたり感染のリスクを避けるため、マスク等
必要な保健衛生用品を購入する。
②③マスク等保健衛生用品　41千円のうち国庫補助負担
金20千円（学校保健特別対策事業費補助金41千円×
1/2）、中学校組合負担21千円のうち、町負担21千円×
0.9344＝20千円
・負担割合（R2.5.1生徒数による按分：氷川町0.9344、八
代市0.0656）、
※その他の財源：八代市負担金1千円
④氷川中学校

R2.4 R3.3 41 66 20 20 23 3               

対象：1校（氷川中学校）
学校において、必要な感染防止対策用の物品購入を行った。
感染症対策消耗品においては、主なところで個、手指消毒用アル
コール10本、消毒用ウエットティシュ等を購入し、感染防止対策に
備えることが出来た。

34 補
学校臨時休業
対策費補助金

学校教育課

（学校給食費返還等事業）
①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための全国一
斉休校要請により町内小中学校4校が臨時休業し、学校
給食停止の影響を受けた食材納入事業者へ補償を行
う。
②③補償金293千円のうち国庫補助負担金219千円（学
校臨時休業対策費補助金293千円×3/4）、町負担74千
円
④食材納入事業者（熊本県学校給食会）

R2.4 R3.3 293 293 219 73 1 

対象：1事業所（食材納入事業者（熊本県学校給食会）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための全国一斉休校要請
により町内小中学校4校が臨時休校し、学校給食停止の影響を
受けた食材納入事業者へ補償を行うことができた。

35 補
学校臨時休業
対策費補助金

学校教育課

（学校給食費返還等事業）
①新型コロナウイルス感染症拡大防止のための全国一
斉休校要請により氷川中学校が臨時休業し、学校給食
停止の影響を受けた食材納入事業者へ補償を行う。
②③補償金40千円のうち国庫補助負担金29千円（学校
臨時休業対策費補助金40千円×3/4）、中学校組合負担
11千円のうち、町負担11千円×0.9344＝10千円
・負担割合（R2.5.1生徒数による按分：氷川町0.9344、八
代市0.0656）
※その他の財源：八代市負担金1千円
④食材納入事業者（熊本県学校給食会）

R2.4 R3.3 40 40 29 9 1 1               

対象：1事業所（食材納入事業者（熊本県学校給食会）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための全国一斉休校要請
により氷川中学校が臨時休校し、学校給食停止の影響を受けた
食材納入事業者へ補償を行うことができた。


