
令和３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活用事業　実施状況及び効果検証

Ｎｏ 事業の名称 事業の概要 担当所属
事業総額

（円）
事業の実施状況（実績） 効果検証

868,671,762 605,784,000

上野支所
振興課

32,256,400       2,556,400 ・１地区市民センターの男女共用トイレ改修
・５地区市民センターの会議室他エアコン更新工事

・空間を広くすることで密を防ぐことができ、便座蓋がある
洋式化にすることで衛生環境の改善が図られ、感染拡大
防止に寄与することができた。
・空気循環や換気が図られ、感染拡大防止に寄与するこ
とができた。

教育委員会事務局
中央公民館
青山公民館

297,000           297,000 青山図書室に図書消毒器（１台）を設置
利用時における感染リスクを軽減することができた。公共
施設の感染対策を徹底し、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止に寄与することができた。

財務部
管財課

3,629,571         3,629,571

飛沫ガードアクリルパーテーション409台
アルコール噴射器8台
Ｗｅｂ会議用モニター液晶ＴＶ及びラック、Ｗｅｂ会議用ＨＤ
ＭＩケーブル9本

感染対策消耗品・備品を導入したことにより、感染拡大防
止に寄与することができた。

企画振興部
地域づくり推進課

46,506,900       46,506,900 ゆめぽりすセンター全館に空調設備の設置
定期的に換気を行いながら、室内温度を保つことができ、
新型コロナウイルス感染拡大防止に寄与することができ
た。

教育委員会事務局
生涯学習課

1,325,500         1,325,500 飛沫防止用パーテーションを購入し、生涯学習センターで
実施する事業等の際に使用した。

感染リスクの軽減が図られ、事業参加者の安全の確保お
よび不安の軽減にもつながった。

青山支所
振興課

99,990             49,990 公共施設に非接触式体温計を設置
公共施設の感染対策をより徹底することができ、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止に寄与することができ
た。

人権生活環境部
同和課青山文化センター

275,000           275,000
新型コロナウイルス感染症予防で、窓を開けて換気を行
うが、高齢者や子どもの体温調節が弱い方のために、空
調機の改善を行った。

施設利用者が、快適に施設を利用できた。

総合危機管理課 1,541,708         1,541,708

消毒液、除菌タオル等を購入し、避難所等の新型コロナ
ウイルス感染症対策に努めた。また災害に備えて、避難
所等における新型コロナウイルス感染症対応の訓練を実
施し、必要な消耗品を購入した。

避難所等の新型コロナウイルス感染症対策を実施するこ
とができた。

消防本部
地域防災課

2,231,312         2,231,312 感染防止用雨衣等の感染防止対策用消耗品の購入
消防団活動において必要となる感染防止対策用の消耗
品を配備することにより、感染拡大防止対策を図ることが
できた。

健康福祉部
保育幼稚園課

12,093,092       12,093,092 公立保育所3園　空調機器改修工事
公立保育所4園　トイレ改修工事

換気機能を備えた空調機器の整備等、感染予防に寄与
することができた。

健康福祉部
保育幼稚園課

1,476,200         1,476,200 タブレットを利用した非対面での通訳環境を整備した。
タブレットによるオンライン上での通訳業務を委託すること
で、感染拡大リスクを低減することができた。

健康福祉部
保育幼稚園課

180,000           180,000 公立幼稚園1園　空調設備洗浄
空調設備の洗浄により、園内の感染リスクの低減に寄与
することができた。

健康福祉部
保育幼稚園課

9,100,410         9,100,410

公立保育所14園　トイレ　レバー式水栓取替
公立保育所4園　トイレ（ブース）改修
公立保育所5園　網戸修繕
公立保育所3園　空調機器・設備改修
公立保育所2園　カーペット設置・張替　　　　　他

換気機能を備えた空調の整備等、感染リスクの低減に寄
与することができた。

健康福祉部
保育幼稚園課

40,000             40,000 公立幼稚園１園　トイレ　レバー式水栓取替
トイレ水栓をレバー式に交換することで、感染リスクの低
減に寄与することができた。

健康福祉部
保育幼稚園課

825,000           825,000 公立保育所1園　空調機器改修
換気機能を備えた空調機器に交換することで、園内の感
染リスクの低減に寄与することができた。

臨時交付金活用額
（円）

1 公共的空間安全・安心確保事業
感染症拡大防止のため、市庁舎をはじめとした公共施設
等の環境整備を行う。

2 防災活動支援事業
感染症拡大防止とその他の災害等に備え、避難所等の
衛生環境を確保する。

感染症拡大防止のため、市内保育所（園）・幼稚園におけ
る換気機能を備えた空調の改修等、必要な環境整備を行
う。また、ポストコロナに向けたデジタル化の推進を図るた
め、タブレットを利用した非対面での通訳業務を導入す
る。

3 保育幼稚園環境整備事業

54,640,361

3,773,020

23,714,702

1 ページ



令和３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活用事業　実施状況及び効果検証

Ｎｏ 事業の名称 事業の概要 担当所属
事業総額

（円）
事業の実施状況（実績） 効果検証

臨時交付金活用額
（円）

4 事業継続応援給付金
感染症の影響を受け売上高が減少した事業者に対し、給
付金を交付し事業継続支援を行う。

産業振興部
商工労働課

194,400,000     140,711,180 140,711,180 コロナ前と比較して30%以上売り上げが落ち込んだ中小事
業者に、1件20万円を給付した（972件）。

売り上げが減少している中小事業者に事業継続のための
支援を行うことができた。

5 プレミアム付食事券発行事業

【忍法元気回復の巻～二之巻～】感染症拡大により大き
な被害を受けた飲食業者を支援するため、プレミアム付
食事券を発行する。（市内で飲食いただける方全てが対
象。5,000円分を3,000円で販売、うち3,000円分は地元飲
食店専用）
【忍者市GO TO STAYキャンペーン】市内における観光需
要の喚起及び消費喚起を図るため、プレミアム付食事券
を発行する。（市内の宿泊施設又は観光施設で10,000円
以上の支払いがあった方が対象。応募者先着1,000名
に、地元飲食店で利用できる食事券5,000円分をプレゼン
トする。）

産業振興部
商工労働課

74,500,795       74,500,795 74,500,795

【忍法元気回復の巻～二之巻～】
　販売：30,895冊が購入された（308,950枚の500円券が流
通）。
【GO TO STAY】
  98冊（980枚）プレゼント

最終的に309,930枚が流通し、306,592枚が使用された。
153,296,000円分が期間内に地域で使用された。

新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受けた飲食業
界にピンポイントで支援するため、食事券事業を実施。期
間内に市内飲食店等で1億円以上が使用された。

6 新しい生活様式への対応に取り組む事業者支援事業

【忍法客寄せの術】新しい生活様式に対応した取組みを
実施する事業者に「感染防止対策実施店」ステッカーを交
付し、店頭に掲示してもらうことにより、新しい生活様式の
普及や感染拡大抑制に繋げる。
【忍法店舗生まれ変わりの巻】新しい生活様式に対応す
るため店舗改装等を実施する事業者に対し、改装工事費
等の4/5（上限30万円）を補助することにより、事業継続を
促進し、地域経済の持続性の強化を図る。

産業振興部
商工労働課

36,898,260       35,448,260 35,448,260

【忍法客寄せの術】
　102件204枚のステッカーを配布した。
【忍法店舗生まれ変わりの巻】
　148件の店舗の改装を支援した。

飲食店をはじめとするマスクを外す機会の多い店舗でコ
ロナ対策を行っている旨の明示を行い、安心して利用客
に利用いただけるよう支援できた。
マスクを外す機会の多い店舗でコロナ対策のため店舗の
除菌コーティングや非接触に対応する工事、換気や空気
清浄などの備品等を購入の際に補助することで、安心し
て利用できるための対策を行う事業所を支援できた。

7 デジタルコンテンツ推進事業
コロナ禍においてオンラインイベント等のために動画編集
のニーズが増えているため、動画編集用ソフト等を購入
し、全庁的な動画作成を推進する。

デジタル自治推進局 387,200           387,200 387,200

下記の動画作成関係機器を調達した。
　動画編集用パソコン　１台
　動画編集用ソフト　一式
　デジタルカメラ　１台

会議室に集合し研修することを避けるために、自席にて
研修が受講できるよう研修動画を作成し各自で視聴でき
るようにしたことで感染症拡大防止に寄与することができ
た。

8 新しい生活様式に対応した職員採用試験実施事業
職員採用試験の一部をテストセンター方式等で実施する
ことにより、移動制限や感染リスクを気にすることなく、就
職希望者の受験の機会を確保する。

総務部
人事課

1,155,550         1,155,550 1,155,550 職員採用試験第一次試験の一部でテストセンター方式を
実施

移動や対面の機会を減らすことで、感染リスクを気にする
ことなく、就職希望者の受験の機会を確保できた。

デジタル自治推進局 3,109,863         3,109,863
・オンライン庁内幹部会議用タブレット購入　30台
・財務会計処理の一部（歳入・流用）において電子決裁が
できるようシステム改修を行った。

・会議室での密を避けるために、幹部職員にタブレットを
配付し、自席でオンライン会議が行えるようにすることで、
感染症拡大防止に寄与することができた。
・電子決裁を導入し職員同士の接触を避けることで、感染
症拡大防止に寄与することができた。

総務部
総務課

39,600             39,600 文書法制担当者に増設モニターを各１台配備
電子決裁等のシステム導入に際し、作業環境を整えるこ
とができた。

消防本部
地域防災課

23,100             1,188 ノートパソコン購入に係るインターネット回線工事費

消防団事務専用のパソコンを配備し、報告書の提出を紙
からメールに変更することによって、消防団事務のデジタ
ル化を図ることができた。また、移動の抑制により団員の
負担軽減と感染リスクを下げることができた。

企画振興部
広聴広報課

1,312,300         1,312,300 啓発用横断幕の作成及び設置（5回）
市民及び来訪者に感染拡大防止の周知、啓発を行うこと
ができた。

企画振興部
広聴広報課

638,000           638,000 臨時番組制作業務委託（19回）
行政チャンネルや市公式YouTubeチャンネルなどで市民
に向けた市長メッセージを放送し、感染拡大防止等の注
意喚起を行うことができた。

健康福祉部
健康推進課

443,410           30,488 市で作成したこどもと保護者向けの新型コロナウイルス感
染症の自宅療養の手引書を5か国語に翻訳。

5か国語の翻訳版の療養手引きを作成し外国人に向けて
療養方法について周知できた。

9 スマート自治体推進事業

AIやRPAなどのICT利活用を含めた行政IT化を全庁的に
進め、業務の効率化と非対面による市民サービスの向上
を図るとともに、行政自らがIT化に積極的に取り組むこと
で、市内全体のIT化の推進を図る。

10

3,150,651

1,980,788感染拡大防止対策の市民への周知・協力依頼事業

感染症拡大防止対策について、住民の協力を求めるため
に横断幕や文書等で周知する。また、行政チャンネルや
YouTubeチャンネルなどで市民に向けた市長メッセージを
発出し、注意喚起を行う。
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臨時交付金活用額
（円）

11 住民団体等の活動施設へのフリーWi-Fi環境整備事業
コロナ禍において、オンラインの活用が増加している住民
団体等の活動が円滑に行えるよう、市内の市民活動支援
センターにフリーWi-Fiを設置するなどの環境整備を行う。

企画振興部
地域づくり推進課

277,200           277,200 277,200 アクセスポイントの設置　３台
インターネット接続環境を整備できたことにより、リモート
会議などへの活用など接触機会を減少することができ、
感染拡大防止に寄与することができた。

12 学校環境整備事業
感染症拡大防止のため、市内小中学校において換気機
能を備えた空調の改修、トイレの洋式化、機器増設に伴う
配線の増設等、必要な環境整備を行う。

教育委員会事務局
教育総務課

1,289,090         1,289,090 1,289,090 市内小学校（１校）の電気設備増設工事 密集を避けるなど、感染症対策を実施することができた。

13 スポーツ施設環境整備事業
感染症拡大防止のため、市内スポーツ施設において、ト
イレの洋式化等、必要な環境整備を行う。

企画振興部
スポーツ振興課

24,625,700       24,625,700 24,625,700

スポーツ施設３施設のトイレの洋式化、手洗い器の自動
水洗化。
　手洗い器自動水洗化　　　　27基
　トイレ洋式化　　　　　　　　　27基
　小便器自動水栓化　　　　　17基
　トイレブース　　　　　　　　　 10カ所

感染リスクの軽減が図られ、施設利用者の安全・安心が
図られた。

14 スマート自治体推進事業

AIやRPAなどのICT利活用を含めた行政IT化を全庁的に
進め、業務の効率化と非対面による市民サービスの向上
を図るとともに、行政自らがIT化に積極的に取り組むこと
で、市内全体のIT化の推進を図る。

デジタル自治推進局 11,038,236       11,038,236 11,038,236

・オンライン会議用スピーカーフォン購入　６台
・オンライン会議システムの利用
・AI議事録作成支援システムの利用
・RPAの利用
・自治体専用チャットツールの利用
・自治体専用WEBフォーム作成ツールの利用

オンライン会議や庁内チャット等の利用により人の接触機
会を減らすこと、またAI議事録作成支援システムやRPAシ
ステムの利用により職員の在勤時間を減らすことで感染
症拡大防止に寄与することができた。

伊賀支所
住民福祉課

6,395,400         6,395,400 地域包括支援センター東部サテライト事務室に係る室外
機1台、室内機4台の空調設備の更新。

空調機の更新により、換気等における施設の温度管理が
行える環境を整えることができた。

青山支所
住民福祉課

6,562,600         6,562,600 空調設備改修工事を実施。
空調機の更新により、換気等における施設の温度管理が
行える環境を整えることができた。

人権生活環境部
同和課下郡市民館

405,610           405,610 空調機の更新を実施。 職員や施設利用者が、安心して施設を利用できた。

人権生活環境部
同和課青山文化センター

1,005,000         1,005,000 トイレ等の環境整備を実施。 施設利用者が、安心して施設を利用できた。

産業振興部
観光戦略課

1,853,500         1,853,500 だんじり会館の空調機器冷温水発生器について、真空部
品・燃焼関係部品・安全装置の取替交換を実施。

空調設備を更新したことで換気実施による感染リスクの
軽減が図られ、利用者の安全・安心を確保することができ
た。

教育委員会事務局
文化財課

445,500           445,500 事務室の空調設備を１基改修した。
公共施設の感染対策がより徹底され、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止に寄与することができた。

教育委員会事務局
上野図書館

1,122,000         1,122,000 上野図書館に設置している空調設備の修繕
上野図書館における適切な空調環境の整備を行うことに
より、換気等、コロナ禍における安心・安全な施設空間を
提供することができた。

教育委員会事務局
下郡教育集会所

611,890           611,890 児童学習室の空調設備　１基取替修繕
換気を徹底することができ、職員や施設利用者が快適に
施設を利用できた。

16 学校環境整備事業
感染症拡大防止のため、市内小中学校において換気機
能を備えた空調の改修、トイレの洋式化、機器増設に伴う
配線の増設等、必要な環境整備を行う。

教育委員会事務局
学校教育課

629,200           629,200 629,200
・適応指導教室（不登校児童生徒が通級）が設置されて
いる２階男女トイレの洋式化
・会議室の空調を修繕

・２階には洋式トイレが設置されていなかったため１階トイ
レを使用するなどしていたが、解消され、１つのフロアの
みの移動でよくなり、接触機会が減少し、感染予防に寄与
することができた。
・空調修繕を行うことで、換気の実施など感染拡大防止に
つながった。

17 マイナンバーカード連携地域振興券発行事業

感染症拡大の影響を受けている市内経済の活性化と、今
後のデジタル社会で便利に使えるマイナンバーカードの
普及促進のため、対象者先着50,000人に市内で使える地
域振興券（1人につき5,000円分）をプレゼントする。

産業振興部
商工労働課

219,584,152     180,254,314 180,254,314
416,250枚配布（500円券）
410,174枚使用
205,087,000円分が期間内に使用された。

市民の家計支援及び市内での消費拡大へと繋がった。

18,401,500感染症拡大防止のため、市庁舎をはじめとした公共施設
等の環境整備を行う。

15 公共的空間安全・安心確保事業
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Ｎｏ 事業の名称 事業の概要 担当所属
事業総額

（円）
事業の実施状況（実績） 効果検証

臨時交付金活用額
（円）

人権生活環境部
人権政策課

304,641           304,641
市民等を対象とする人権講演会や研修会のオンライン配
信システム整備に係り、ノートパソコン等の備品購入、な
らびにウイルス対策ソフトを購入した。

部落解放・人権大学講座、ひゅーまんフェスタ人権講演
会、人権問題地区別懇談会（地区懇）事前学習会等にお
いて、オンライン配信や講演内容の録画配信を行うなど、
市民等を対象とした研修のＤＸ化を通じて、人権意識の高
揚を図ることができた。

教育委員会事務局
生涯学習課

500,500           500,500 生涯学習センターの貸室利用者や公民館講座等におい
て、オンラインによる遠隔配信を実施した。

施設使用者数を分散できたことにより、参加者の安全確
保や感染リスクの軽減が図られた。

人権生活環境部
同和課八幡町市民館

293,546           249,700

人権生活環境部
同和課下郡市民館

879,186           844,316

人権生活環境部
同和課寺田市民館

1,202,630         1,111,330

人権生活環境部
同和課いがまち人権セン
ター

575,520           575,520

人権生活環境部
同和課ライトピアおおやま
だ

781,990           781,990

人権生活環境部
同和課青山文化センター

595,144           595,144

19 非接触型決済システム導入事業
税関係証明書発行及び納税事務において、対面接触の
機会を削減できるセミセルフレジ及びクレジットカード決済
による納税方法を導入する。

財務部
収税課

3,832,250         3,832,250 3,832,250

・口座振替利用者を増やすため申請用紙を書きやすい様
式に変更し、市内金融機関に配布した（15000枚）
・納税窓口にセルフレジ（1台）を設置し、来庁者を待たせ
ない、お金に触れない等の窓口改善を行った。
・クレジットカード決済を導入し、来庁せずに、24時間イン
ターネット使った納付を可能にした。
・既存の税システムを改修することで、法務局への不動産
に関する登記申請等を可能とした。

・納税者が市役所へ来庁することなく納付できるように事
務改善を図ったことで、来庁者の削減につながった。ま
た、納付や、諸証明発行の際に来庁者が待つ時間等も短
くなり、窓口での混雑回避ができるようになった。
・クレジットカード決済を導入し、来庁せずに24時間イン
ターネット使った納付を可能にしたことで、納付の為の来
庁者削減ができ、新型コロナウイルス感染症対策に寄与
できた。

20 ユネスコ無形文化遺産継承事業

約400年の歴史を持ち、「上野天神祭のダンジリ行事」とし
て平成28年11月にユネスコ無形文化遺産に登録された上
野天神祭が感染症拡大の影響により開催中止となったた
め、だんじりが展示されているだんじり会館を期間限定で
無料開放し、市民や観光客に少しでも祭の雰囲気を味
わっていただくことで、無形文化遺産の継承を図る。

産業振興部
観光戦略課

542,200           542,200 542,200

上野天神祭巡行中止に係る無料開放
【実施期間】2021年10月16日～22日（7日間）
【入館者数】1,234人（内訳：大人＠500円×860人、＠300
円×小人374人）

感染拡大で落ち込んだ入館者の回復に寄与するととも
に、伝統行事の継承及びPRにつながった。

21 社会システム維持のための衛生確保事業
社会生活を維持するために不可欠である消防署におい
て、感染症対策にかかる施設整備等を実施する。

消防本部
消防総務課

2,429,900         2,429,900 2,429,900 伊賀消防署西分署空調設備修理
伊賀消防署東分署空調設備修理

事務室の換気を行いながら適切な温度を保つことがで
き、新型コロナウイルス感染拡大防止につながった。

22 救急医療体制維持確保
二次救急医療体制維持のため、医療機器購入等に対す
る支援として補助金を交付する。

健康福祉部
医療福祉政策課

14,000,000       14,000,000 14,000,000 電動ベッド　６台
電動ファン付呼吸用保護具　２４セット

医療体制の整備と感染対策が図られ、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止に寄与することができた。

23 都市公園安全・安心確保事業
感染症拡大防止のため、都市公園の安全確保に必要な
環境整備を行う。

建設部
都市計画課

294,470           294,470 294,470 上野南公園女子便所改修工事
大便器の洋式化　２基

便器の洋式化によるウイルス飛散防止により、感染拡大
防止に寄与することができた。

25 教育支援体制整備事業費交付金
感染症拡大防止のため、市立幼稚園において衛生用品
等の購入を行う。

健康福祉部
保育幼稚園課

400,043           200,043 200,043 公立幼稚園1園を対象に感染症予防のための消耗品・備
品を整備した。

感染防止対策の消耗品を整備することで、感染症予防を
図ることができた。

26 保育対策総合支援事業費補助金
感染症拡大防止のため、市内保育所（園）において衛生
用品等の購入を行う。

健康福祉部
保育幼稚園課

6,894,249         3,544,249 3,544,249 公立保育所14園を対象に感染症予防のための消耗品・
備品を整備した。

感染防止対策の消耗品・備品を整備することで、感染症
予防を図ることができた。

・ウィズコロナ、アフターコロナの観点から、公共施設（隣
保館等）でのインターネット環境を整備し、施設利用者が
インターネットを利用することができる環境を整備するとと
もに、デジタルデバイド解消のため、伴走型のデジタル申
請や利用の相談ができるようにした。
・隣保館等の業務において、リモート会議の実施や、人権
学習や講演会を配信する方法で提供することにより、ウィ
ズコロナ、アフターコロナの環境下での新しい啓発方法に
取り組んだ。

高齢者のコロナ予防接種のネット予約の伴走型の相談対
応や、学校で配布されたタブレット端末での、教育集会所
や児童館での利用・活用が可能となるなど、市民に対す
るDXの推進を図ることができた。

4,963,14118 市民向けサービス向上のためのDX推進事業

ポストコロナに向けた市内デジタル化の推進のため、市
のホームページ環境を整備し、総合計画を冊子からWEB
上での閲覧形式に変更するなど、市民に対するDXの推
進を図る。また、市民間のデジタルデバイドを解消するた
め、公共施設に市民が利用できるインターネット環境を整
備する。
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