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No 事業名 事業目的・効果 事業費概要 事業費 うち交付金
事業開始
年月日

事業完了
年月日

効果検証 効果検証の具体的理由 担当課

1
屋外拡声装置の設置及び更
新事業

屋外拡声装置で啓発活動を行っているので、聞こえな
い地区の解消や施設維持に必要な機器更新を行い、情
報発信の充実を図る。

屋外拡声装置更新
対象地区：旧小川地区 5,610,000 5,570,000 R2.12.22 R3.3.26 効果的であった

感染予防の啓発等を効果的に行うこと
ができ、町民の意識が高まった。

総務課

2
公共的空間安全・安心確保
事業

庁舎や出張所などで検温や消毒を実施し、公共空間で
の感染機会を削減する。

検温関係備品等の購入
施設消毒用消耗品の購入 1,705,651 1,700,000 R2.4.16 R3.3.30 非常に効果的であった

庁舎内での感染対策を徹底すること
で、庁舎内でのクラスター発生や庁舎
内での新規感染者は無かった。

総務課

3 防災活動支援事業
避難所の衛生環境を保つため、マスクや防護服などの
資材を備蓄する。

マスクや防護服等の購入
組立式更衣室や間仕切り等の購入 3,903,548 3,900,000 R2.7.20 R2.7.27 効果的であった

避難所内での資材充実により、町民が
安心して避難できる避難所運営に寄与
した。

総務課

4 休業協力金事業
県が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
に対する上乗せ及び独自の協力金を支給する。

補助金 8,250,000 8,250,000 R2.5.11 R2.8.20 非常に効果的であった
協力金の支給により、飲食店等がコロ
ナ禍での休業に応じ、感染リスクを低
減することができた。

産業振興課

5
放課後児童クラブ運営時間
延長事業

小学校の臨時休業に伴い、放課後児童クラブの運営時
間を延長する。

R2.4からR2.5分の放課後児童クラブ運営時間延長分の
委託料 1,825,000 600,000 R2.4.10 R2.9.9 非常に効果的であった

小学校が休業となっても、自宅に児童
が1人でいるような状況を作ることな
く、児童の健やかな生活の場を提供す
ることができた。

子育て支援課

6 子ども商品券発行事業
小中学校が休業となり、家庭における食費などの負担
が増加していることから、その負担を軽減し、もって
子供たちの健康維持に寄与する。

商工会への補助金
高校生以下1,800人×10,000円＝18,000千円
発行及び換金事務費2,000千円

18,371,883 18,370,000 R2.5.11 R2.11.26 効果的であった
コロナ禍の子育て世帯に給付したこと
により、臨時的ではあるが経済的な支
援ができた。

産業振興課

7 スマート農業推進事業

新型コロナウイルス感染症収束後の経済活動の復興を
図り、強靭な経済構造を実現するため、事業者に対
し、ＩＣＴなどの導入による生産性向上への取組や設
備投資に係る経費を支援する。

農業用ドローン、GPSガイダンスシステム、スマート
水管理システムの購入補助金 17,200,000 17,200,000 R2.8.26 R3.3.31 効果的であった

ICTのなどの導入補助により、農作物の
生産性向上を促すなど、事業者に対し
て、一定の支援を行うことができた。

産業振興課

8 中小企業等支援交付金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経営に大きな
打撃を受けた中小企業及び個人事業主等の事業継続を
支援するため、国の持続化給付金の減収要件に該当し
ない事業者に対し、交付金を支給する。

中小企業への補助金 13,228,100 13,200,000 R2.6.4 R3.3.31 非常に効果的であった

国の持続化給付金事業の要件に該当し
ない事業者等を支援することで、より
多く事業者等の経営継続に寄与するこ
とができた。

産業振興課

9
中小企業振興資金融資利子
補給事業

中小企業等への新型コロナ緊急対策として、1年間利
子補給を行う。また、これに伴う保証料を補助する。

利子補給及び保証料 422,243 400,000 R2.6.4 R3.3.31 効果的であった
申請件数が大きく伸びることはなかっ
たが、事業者の資金繰りを支援するこ
とができた。

産業振興課

10
修学旅行の延期に伴う支援
事業

修学旅行の延期に伴うキャンセル料について、追加経
費の支援を行う。

中学校修学旅行キャンセル料125人分の補助 532,950 532,000 R2.11.25 R3.1.18 効果的であった
家庭に生じるはずであったキャンセル
料を、町で負担することにより、保護
者の負担を軽減することができた。

学校教育課

11 図書館パワーアップ事業
在宅で過ごす時間を少しでも有意義に過ごしてもらい
外出抑制につなげるために、図書館の蔵書を増やすの
と、電子書籍の導入を行い、図書環境の充実を図る。

蔵書に要する経費
電子書籍導入に要する経費
書籍消毒器に要する経費

11,200,616 11,200,000 R2.6.22 R3.3.31 効果的であった
電子図書は図書館に来館せずに利用で
きるため、人流の抑制の面でも、一定
の効果があった。

生涯学習課

12 プレミアム商品券事業
収束後の地域経済活性化のために、プレミアム付き商
品券を発行して、町内の商店などで利用してもらい、
商店街の活性化を図る。

プレミアム率20％商品券及びプレミアム率10％リ
フォーム券の発行 19,963,800 19,963,000 R2.5.20 R3.3.17 非常に効果的であった

コロナ禍により、ネットショッピング
での買い物が増加する一方、町内商店
の経済活性化に寄与することができ
た。

産業振興課
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13 公立学校情報機器整備事業
GIGAスクール構想により、校内通信ネットワーク環境
を整備する工事を行う。

校内通信ネットワーク環境整備工事 4,087,400 4,010,000 R2.9.10 R3.3.31 効果的であった
遠隔教育等の推進に向けた、基礎とな
る事業であり、効果的であった。

学校教育課

14
公立学校情報機器整備費補
助金

小中学校の臨時休業等の期間中も切れ目ない学習環境
を提供するために、ＧＩＧＡスクール構想実現に向け
た環境整備を行う。

GIGAスクールサポーター人件費 462,000 230,000 R2.10.2 R3.3.31 効果的であった
遠隔教育等の推進に向けた、基礎とな
る事業であり、効果的であった。

学校教育課

15 公立学校情報機器整備事業
小中学校の臨時休業等の期間中も切れ目ない学習環境
を提供するために、ＧＩＧＡスクール構想実現に向け
た環境整備を行う。

タブレット端末購入
タブレット用ACアダプタの購入
モバイルルーター購入

24,378,697 18,129,000 R2.9.4 R3.6.30 効果的であった
遠隔教育等の推進に向けた、基礎とな
る事業であり、効果的であった。

学校教育課

16
公共的空間安全・安心確保
事業

公共空間の安全安心確保のため、窓口等に設置するア
クリル衝立板等を購入する。

窓口用アクリル衝立購入
ドーム型サーマルカメラ購入
空気清浄機購入

3,813,890 3,813,000 R2.8.27 R3.3.31 非常に効果的であった
庁舎内での感染対策を徹底すること
で、庁舎内でのクラスター発生や庁舎
内での新規感染者は無かった。

総務課

17
避難所における感染症対策
費

小中学校の体育館及び高校の体育館を避難所にするた
め、感染症対策に使う備品の購入や備蓄品を保管する
倉庫を設置し、避難所での感染症拡大防止に努める。

マスク・消毒用品等備蓄品購入
発電機・簡易トイレ等備品購入
倉庫購入（6ヶ所）

10,127,724 9,812,000 R2.9.18 R3.3.30 効果的であった
避難所内での資材充実により、町民が
安心して避難できる避難所運営に寄与
した。

総務課

18
認定こども園における感染
症対策費

２人用のテーブルを購入して、園児同士の距離をと
り、感染症拡大防止に努める。併せて、玩具用の殺菌
庫を購入し、玩具の徹底殺菌及び職員の除菌作業の効
率化を図る。

テーブルの購入
玩具用殺菌庫の購入 4,514,400 4,514,000 R2.8.31 R3.1.20 効果的であった

認定こども園において、感染拡大を抑
制し、職員の除菌作業の効率化を図る
ことができた。

子育て支援課

19
観光宿泊クーポン券発行事
業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、大きな打撃
を受けた町内の宿泊業を支援し、もって観光関連業全
体の活性化のため、町内の観光宿泊施設に宿泊する観
光客に対し、観光宿泊クーポン券を販売する事業を支
援する。

実行委員会への補助
発行数量2,600セット
販売価格5,000円、宿泊券8,000円＋商品券3,000円の
プレミアム率120％

15,899,210 15,899,000 R2.8.6 R3.3.29 効果的であった

事業が円滑に進んでいるなか、緊急事
態宣言の発令により、思うような実績
を得ることはできなかったが、新型コ
ロナウイルス感染症により大打撃を受
けた宿泊事業者に対し、一定の支援を
することができた。

産業振興課

20 道路美化活動事業

町が実施している道路河川愛護活動に地域住民の協力
を受けていたが、令和2年度は新型コロナウイルス感
染症の拡大を懸念し活動が縮小された。限られた職員
数で効率的に道路清掃等ができるように機器を購入す
る。

ミニバックホウ購入
畦畔草刈機購入
回送車両の購入

6,007,912 6,000,000 R2.8.17 R3.3.31 効果的であった
機器を導入したことにより、効率的に
道路清掃等を行え、適切な維持管理を
行うことができた。

建設課

21 花き活用拡大事業
新型コロナウイルス感染症により売り上げが減少した
花き農家から花きを購入し、公共施設10か所に設置す
る。

公共施設10か所、8月～10月の期間で月2回購入 360,410 360,000 R2.8.24 R3.3.2 非常に効果的であった

売上が減少した花き農家を支援するこ
とができた。また、公共施設に花きを
飾ることにより、新型コロナウイルス
感染症が拡大し、暗い雰囲気のなか、
来客者等に少しでも明るい気持ちに
なってもらうことができた。

産業振興課

22 那珂川スクール拡大事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、授業の日数
が減ってしまった中学3年生を対象に、高校受験を見
据えた特別事業を行う。

教材費及び損害保険料 209,390 200,000 R2.8.28 R2.9.30 非常に効果的であった

新型コロナウイルス感染症拡大したこ
とで、休校等があり、授業日数が多く
減ってしまったが、この事業により、
受験を迎える中学3年生の不安を払拭
し、受験対策に寄与することができ
た。

学校教育課

23
学校保健特別対策事業費補
助金

学校内で使用する消毒液等の保健衛生用品及びサー
キュレーターや網戸等の換気のための備品等を購入す
る。

保健衛生用品購入
ハンディ型サーマルカメラ等購入 4,964,098 2,200,000 R2.8.6 R3.1.18 効果的であった

各小中学校に消毒液の購入や、換気対
策を行うことで、感染拡大抑制に寄与
することができた。

学校教育課
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24
スクールバス内での密対策
事業

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、
スクールバス内での密を防ぐため、スクールバスの台
数を拡充し、乗車率の割合を下げる事業を実施する。

スクールバス3台の追加借上 22,586,784 22,335,000 R2.8.6 R3.3.31 非常に効果的であった
スクールバスの乗車率を減らしたこと
で、感染拡大抑制に寄与することがで
きた。

学校教育課

25 校内衛生環境向上事業

小川小学校では、雑巾やモップを洗浄を、手洗いやう
がいをする手洗い場で行っている。感染症拡大防止の
観点から、手洗い等と汚れたものの洗浄は別々で行う
のが望ましいため、改善工事を実施する。併せて、ト
イレに換気扇が未設置であるため、その設置工事を行
う。

手洗い場の改修工事
児童用トイレ換気扇設置工事 1,999,800 1,990,000 R2.8.7 R2.9.23 効果的であった

汚れた清掃用具と、児童が手洗いや水
分補給を行う場を別にすることで、感
染症の拡大抑制に寄与することができ
た。

学校教育課

26 社会教育施設感染防止事業
図書館やなす風土記の丘資料館等の社会教育施設にお
いて、感染拡大を防止するため、消毒用品や飛沫防止
のためにパーテーション等を購入する。

飛沫防止用パーテーションの購入
アルコール噴霧器の購入 1,770,830 1,770,000 R2.8.7 R2.12.2 非常に効果的であった

施設内での感染対策を徹底すること
で、施設内でのクラスター発生や新規
感染者は無かった。

生涯学習課

27 社会体育施設改修事業

町民グラウンドは、イベントやクラブ活動の自粛によ
り、長期間整備されなかった。そのため、土の露呈や
石の散見、表面の凹凸など、表面が非常に荒れてお
り、今後の活動等に影響を与えることが考えられる。
新しい生活様式をふまえ、屋外でのスポーツ振興等に
注力すべく、グラウンドの面的整備等を実施する。

グラウンド整備工事 41,019,000 40,258,000 R2.9.2 R3.3.25 効果的であった

グラウンドの凹凸もなくなり、水捌け
も改善したことにより、従来より活用
していなかったクラブも活用し始め、
これを機に屋外でのスポーツの振興等
の一役を担うことができた。

生涯学習課

28
那珂川町妊産婦応援臨時給
付金事業

R2.4月1日からR2.12月末までに母子手帳の交付又は出
産を控え母子手帳を所持しており、R2.4月27日までに
出産及び定額給付金の交付を受けていないものを対象
に、10万円を交付する。

交付対象者へ10万円の交付金 7,600,000 7,600,000 R2.8.6 R3.3.31 非常に効果的であった

特別定額給付金事業の支給範囲を拡充
することで、これから産まれてくる子
供たちとその家庭に対する支援をする
ことができた。

子育て支援課

29
南那須広域事務組合応援事
業

広域事務組合へ、病院で使用するマスクやグローブな
どの感染症対策用品の購入費用及び救急隊員を感染症
から守るための備品等の購入費用として、負担金を支
出する。

南那須広域事務組合への購入負担金 3,073,000 3,000,000 R2.11.2 R3.1.20 非常に効果的であった
コロナ禍でも医療や消防活動を継続的
に行えるよう支援することができた。

総務課
健康福祉課

30
法廷外インフルエンザ予防
接種助成枠拡大事業

栃木県医師会が、秋冬にかけてインフルエンザと新型
コロナウイルスが同時に流行することへの懸念を示し
た。それを受け、インフルエンザワクチンを多くの方
に接種してもらうべく、法定外（高校1年生から64歳
までの方）にも予防接種代金の一部を助成できるよ
う、対象枠を拡充して事業を実施する。

高校1年生から64歳まで1人1,000円を助成 2,164,500 2,100,000 R2.9.14 R3.3.26 非常に効果的であった

より多くの町民にインフルエンザワク
チンを積極的に摂取させることがで
き、町内での大流行を未然に防ぐこと
ができた。

健康福祉課

31 ごみ収集運搬業者支援事業
ごみの収集業務は新型コロナウイル感染症が流行して
いる中においても、継続しなければならない業務のた
め、感染症拡大防止用品を購入して支援する。

消耗品購入費 227,000 227,000 R2.9.23 R2.10.7 効果的であった
ごみ収集業務を中断することなく、継
続して事業を行うことができた。

生活環境課

32 小中学校衛生環境改善事業

臨時休業により不足した授業時数確保のため、夏季休
業期間に授業を実施することから、各小中学校に熱中
症予防や換気による害虫の侵入防止等の対策を講じ
る。

網戸、冷風機、冷凍庫等の５校分の購入費 8,434,532 8,430,000 R2.8.6 R2.11.20 非常に効果的であった

臨時休業により、児童生徒たちの就学
時間が確保できなかったため、熱中症
対策を講じて、授業時間数の確保を行
うことができた。

学校教育課

33
社会福祉施設空調等改修工
事

検診等行う際に、現在の施設では狭く、密状態は不可
避となっている。そのため、馬頭総合福祉センター
を、広い検診スペースと検診者の動線を確保できるよ
う改修工事を実施する。

空調、屋根、内装の改修工事 247,016,000 229,500,000 R3.5.27 R4.2.10 効果的であった

空調等を改修したことにより、健診業
務等行う際、動線の確保による密回避
が可能になり、今後は福祉事業の拠点
として活用する。

健康福祉課

34
社会教育施設空調等改修事
業

感染症収束後に多くの観光客を呼び込み、地域経済活
性化を図るため、老朽化及び不具合が生じている馬頭
広重美術館の空調設備を、改修する。

馬頭広重美術館の空調改修工事 35,868,800 30,000,000 R3.3.25 R4.2.15 効果的であった
空調設備を整えることにより、感染症
対策の一役を担うことができた。

生涯学習課



（円）

No 事業名 事業目的・効果 事業費概要 事業費 うち交付金
事業開始
年月日

事業完了
年月日

効果検証 効果検証の具体的理由 担当課

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に係る実施状況及び効果検証

35 プレミアム商品券事業
緊急事態宣言の解除及び感染症収束後の地域経済活性
化のため、プレミアム付き商品券を発行し、町内商店
などで利用してもらう。

プレミアム率20％商品券及びプレミアム率10％リ
フォーム券の発行 39,855,471 39,800,000 R3.3.15 R4.3.31 非常に効果的であった

コロナ禍により、ネットショッピング
での買い物が増加する一方、町内商店
の経済活性化に寄与することができ
た。

産業振興課

36 スマート農業推進事業

収束後の経済活動の復興を図り、強靭な経済構造を実
現するため、事業者に対し、ＩＣＴなどの導入による
生産性向上への取組や設備投資に係る経費を支援す
る。

農業用ドローン、GPSガイダンスシステム、スマート
水管理システムの購入補助金 9,000,000 6,900,000 R3.4.1 R4.1.31 効果的であった

ICTのなどの導入補助により、農作物の
生産性向上を促すなど、事業者に対し
て、一定の支援を行うことができた。

産業振興課

37
那珂川町新成人特別支援金
事業

　当町では、本年度の新成人175名に対して実施する
予定であった、「令和2年度那珂川町二十歳の祝い」
を、緊急事態宣言発令に伴い、中止とした。成人式に
代わる式典等を検討したが、新型コロナウイルス感染
症の終息が予期できないため、それを開催することは
厳しいと判断した。そのため、本年度の新成人に対
し、お祝いと今後の期待を込め、支援金を交付する。

支援金の交付 3,380,000 3,380,000 R3.2.9 R3.3.31 効果的であった

新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、成人式が行えなかった新成人に対
し、ささやかではあるが、支援金を交
付し、町としてのお祝いをすることが
できた。

生涯学習課

38 営業時間短縮協力金事業

緊急事態宣言を受けて、栃木県では営業時間を短縮し
た事業者に対して、1日当たり60千円の協力金を支給
することにした。町は、この県の事業に対して、負担
金を支払う。

県への負担金 3,514,000 3,500,000 R3.2.9 R4.2.10 非常に効果的であった
県の要請で時短営業や休業により、売
上が減少していた飲食店に対し、協力
金で金銭面を支えることができた。

産業振興課

604,548,639 566,842,000合計


