
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　実施状況及び効果検証

№ 事業名 事業の概要
総事業費

（円）

交付金充当額

（円）
事業実績 事業効果 担当課

1 防災活動支援事業
マスク、フェイスシールド、使い捨て手袋、手指消毒液及び

非接触体温計を購入。
2,850,980 2,850,000

購入数

・マスク１２万枚

・フェイスシールド１，０００枚

・手指消毒液１４０本

・非接触体温計１６本

・使い捨て手袋１万枚

感染症対策となる資材を購入すること

により、感染予防、拡大防止に寄与し

た。

総務政策課

2 １５歳以下の子育て世帯支援事業 子育て世帯への臨時給付金に１万円を上乗せ。 5,550,000 5,550,000 給付人数５５５人
子育て世帯への経済的負担の軽減に寄

与した。
住民福祉課

3 児童手当受給世帯支援事業 児童扶養手当対象者に児童１人当たり２万円を給付。 1,520,000 1,520,000 給付人数７６人
子育て世帯への経済的負担の軽減に寄

与した。
住民福祉課

4 新生児定額給付金給付事業
令和２年４月２８日以降に生まれた子ども１人当たり１０万

円を給付。
2,000,000 2,000,000 給付人数２０人

子育て世帯への経済的負担の軽減に寄

与した。
住民福祉課

5 事業継続応援給付金給付事業 事業収入が２０％以上減少した事業者に２０万円を給付。 43,952,026 43,952,000 給付件数２１９件
事業者に対して事業継続の下支えを行

うことができた。
産業振興課

6 県道２４号を結ぶ広域観光連携事業
ＰＲＯＪＥＣＴ２４（由良町、日高町、美浜町、和歌山県で

構成する広域連携団体）が行う事業。
1,968,566 1,968,000

日高町・美浜町と共同で観光キャン

ペーンを実施。

事業者に対して事業継続の下支えを行

うことができた。
産業振興課

7 公立学校情報機器整備事業 生徒用及び教員用タブレット端末の整備。 17,521,560 7,685,000

タブレット端末購入台数

・生徒用３３０台

・教員用３０台

臨時休業等を円滑に進めるための環境

整備に寄与した。
教育課

8 学校給食費補助事業 小中学校の給食費を免除。 4,950,480 4,950,000
小中学校、６月～８月分の給食費を免

除。

子育て世帯への経済的負担の軽減に寄

与した。
教育課

9 水道事業会計繰出・補助事業
水道基本料金及び水道メーター使用料を免除（水道事業会計

に繰り出し）。
18,268,907 18,268,000

８月（７月検針分）～１０月（９月検

針分）の水道基本料金及び水道メー

ター使用料を免除。

コロナ禍における町民生活を支援する

ことができた。
上下水道課



10 防災活動対策事業

扇風機、スポットエアコン、発電機、ストーブ、感染症防護

対策キット、災害用テント、段ボールベッド及びエアマット

を購入。

7,909,000 5,604,000

購入数

・扇風機１８台

・スポットエアコン１８台

・発電機６台

・ストーブ１２台

・感染症防護対策キット５０セット

・災害用テント２０張

・段ボールベッド１００個

・エアマット５４０個

感染症対策となる資機材等を購入する

ことにより、感染予防、拡大防止に寄

与した。

総務政策課

11 感染症対策資材備蓄事業
感染症対策として購入した資材等を保管する備蓄用倉庫を整

備。
3,631,000 1,836,000 備蓄用倉庫１台を整備

資材を保管する場所を整備することに

より、感染予防、拡大防止に寄与し

た。

総務政策課

12 宅配ボックス設置支援事業 宅配ボックスの購入（取付費を含む）に対して補助。 309,000 309,000 補助件数１２件
接触機会の削減につながり、感染予

防、拡大防止に寄与した。
総務政策課

13 公共交通事業者支援給付金給付事業
町内に本社または営業所がある公共交通事業者に対して補

助。
1,600,000 1,600,000

補助会社数

・バス会社１社

・タクシー会社２社

事業者に対して事業継続の下支えを行

うことができた。
総務政策課

14 １８歳以下の子育て世帯支援事業 １８歳以下の子ども１人当たり、２万円を給付。 12,980,000 12,980,000 給付人数６４９人
子育て世帯への経済的負担の軽減につ

ながった。
住民福祉課

15 由良町応援クーポン事業
町民１人当たり、町内の店舗で使用できるクーポン券（１万

円）を配布。換金時に手数料１０％上乗せ。
63,446,966 63,446,000 クーポン券配布人数５，５６０人

コロナ禍における町民生活を支援する

とともに、町内経済の活性化に寄与し

た。

産業振興課

16 宿泊事業者経営支援給付金給付事業
宿泊事業者に対し、各室定員１名当たり２万円（上限１００

万円）を給付。
10,360,000 10,249,000 給付件数１５件

事業者に対して事業継続の下支えを行

うことができた。
産業振興課

17 地域で宿泊体験・レビュー事業
購入額（６千円）にプレミアム分（６千円）を上乗せしたプ

レミアム宿泊券を販売。
2,496,000 1,248,000 販売宿泊券数２０８セット

事業者に対して事業継続の下支えを行

うことができた。
産業振興課

18
GIGAスクール構想に係るタブレット

周辺機器整備事業

GIGAスクール構想に係る予備タブレットの購入、充電保管

庫やソフトウェア等を整備。
22,192,203 19,992,000

予備タブレット端末購入台数３０台

充電保管庫及び追加ソフトウェアを整

備

臨時休業等を円滑に進めるための環境

整備に寄与した。
教育課

19 学校保健特別対策事業費補助金 小中学校においてデジタル教科書の購入。 4,000,000 2,000,000
各小中学校においてデジタル教科書を

購入

臨時休業等を円滑に進めるための環境

整備に寄与した。
教育課



20
学校再開に伴う学習保障等に係る支援

補助金（№19の上乗せ）
小中学校においてデジタル教科書の購入。 679,600 679,000

各小中学校においてデジタル教科書を

購入

臨時休業等を円滑に進めるための環境

整備に寄与した。
教育課

21 学校保健特別対策事業費補助金 小中学校において手指消毒液、体温計の購入。 112,000 56,000 手指消毒液、体温計を購入
小中学校の感染予防、拡大防止に寄与

した。
教育課

22 学校における感染症対策 教室へ網戸を設置及び感染症対策資材の購入。 1,291,798 1,291,000 町内全小中学校へ網戸取付
小中学校の感染予防、拡大防止に寄与

した。
教育課

23 図書室パワーアップ事業 公民館における図書の購入。 2,154,239 2,154,000 図書購入数１，０４４冊 外出抑制に寄与した。 教育課

24 庁内ネットワーク構築等 WEB会議に対応可能なPCの整備。 9,119,000 9,119,000 PC整備台数６０台
WEB会議が実施可能となり、感染症

予防、拡大防止に寄与した。
総務政策課

25 庁舎感染予防対策 役場庁舎及び公民館にサーマルカメラを設置 814,000 814,000 サーマルカメラ購入台数５台 感染予防、拡大防止に寄与した。 総務政策課

26 庁舎感染拡大防止対策 役場庁舎に監視カメラを設置 683,100 683,000 監視カメラ購入台数９台

役場庁舎内での行動履歴の特定が可能

となり、感染予防、拡大防止に寄与し

た。

総務政策課

27 由良町応援クーポン・シルバー事業
６５歳以上の町民１人当たり、町内の店舗で使用できるクー

ポン券（５千円）を配布。換金時に手数料１０％上乗せ。
13,452,496 13,452,000 クーポン券配布人数２，２０３人

コロナ禍における町民生活を支援する

とともに、町内経済の活性化に寄与し

た。

住民福祉課

28 インフルエンザ予防接種促進事業
６５歳以上の予防接種を無料化。６４歳以下の予防接種を１

回につき１，０００円を補助。
10,169,000 9,056,000 補助人数２，８４２人

重症化の予防及び医療機関の負担軽減

に寄与した。
住民福祉課

29 臨時通学バス運行事業 通学用の臨時バスを運行。 1,166,000 1,166,000
臨時バス運行数１０６回（７月～３

月）

混雑する時間帯に臨時バスを増便する

ことにより感染予防、拡大防止に寄与

した。

教育課


