
【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 活用状況

子育て支援への活用（総事業費：86,704,097 円 交付金充当額：71,843,000 円）

事業名 事業概要 事業費(円) 交付金充当額(円)

1 木津川市妊婦特別給付金

コロナ禍において、妊婦が、安心して出産できる環
境を整えるための準備費用として、妊婦1人につき
10万円を支給しました。

●652人（10万円／1人）

65,200,000 60,000,000

2
幼稚園、保育園へのCo2センサー設
置

感染拡大防止の観点から、市内幼稚園・保育園にＣ
o2濃度センサーを設置しました。

●100個

1,881,000 1,800,000

3 幼稚園バス抗菌コーティング事業
感染拡大防止の観点から、幼稚園バスに抗菌コー
ティングを行いました。

138,000 100,000

4
公立幼・保、新型コロナウイルス防止
対策のための用務サポーター配置事
業

公立幼稚園、保育園における感染症対策として、保育
士の負担軽減の観点からも施設の消毒等用務をシル
バー人材センター等に委託しました。

2,905,077 2,900,000

5
公立保育所等空調換気システム設置
事業

感染症拡大防止の観点から、室内換気を行いながら
空調の運転を行い、快適で安全な保育環境作ること
を目的として、市保育所のうち、空調設備が不良もしく
は無い保育室に対して空調設備の整備を行いまし
た。

●やましろ保育園
●相楽台保育園
●相楽保育園

1,336,600 1,300,000

6 子ども・子育て支援交付金
アフターコロナのデジタル社会に対応するため、市児
児童クラブ指導員の出退勤管理、市役所との情報交
換媒体としてパソコン等を購入しました。

1,594,780 532,000

7 子ども・子育て支援交付金
感染拡大防止の観点から、市児童クラブにおいて消
毒液やマスクの購入をおこないました。

3,002,094 1,001,000

8 保育対策総合支援事業費補助金
感染拡大防止の観点から、市立保育園において消毒
液やマスクの購入をおこないました。

9,896,546 3,960,000

9 保育対策総合支援事業費補助金
アフターコロナのデジタル社会に対応するため、市立
保育園に登園管理アプリの導入等のＩＣＴ化を目的とし
たシステム導入をおこないました。

750,000 250,000

86,704,097 71,843,000合　　　　　　　　　　　　計



教育関連への活用（総事業費：99,554,642 円 交付金充当額：79,738,000 円）

事業名 事業概要 事業費(円) 交付金充当額(円)

1 公立小中学校感染症対策整備事業

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、小中学校
教室内に飛沫防止ガードを設置しました。

●小学校　6,417枚
●中学校　4,352枚
●予備分　11枚

4,621,430 3,800,000

2 小学校施設管理事業
小学校施設における新型コロナウイルス感染拡大防
止を目的として、高圧蒸気滅菌機を購入しました。

379,000 300,000

3 ホップアップ学習事業

市立小学校において、新型コロナウイルス感染症感
染リスクを避けるための登校自粛や感染症罹患もしく
は濃厚接触者と判断され自宅待機等を余技なくされ
た場合の学習機会を保障するための補充学習実施し
ました。

9,526,875 5,584,000

4 ステップアップ学習事業

市立中学校において、新型コロナウイルス感染症感
染リスクを避けるための登校自粛や感染症罹患もしく
は濃厚接触者と判断され自宅待機等を余技なくされ
た場合の学習機会を保障するための補充学習実施し
ました。

1,516,500 1,400,000

5
小学校　修学旅行・林間学校・校外学
習　感染症対策事業

コロナ禍における、市立小学校が実施する修学旅行
等において、移動中の密を避けるためにバスを増台
し、接触リスクを軽減させました。

●修学旅行　15台　　3,312,250円
●林間学校　15台　　1,777,220円
●校外学習　54台　　4,503,740円

9,593,210 9,075,000

6 中学校　修学旅行　感染症対策事業

コロナ禍における、市立中学校が実施する修学旅行
等において、移動中の密を避けるためにバスを増台
し、接触リスクを軽減させました。

●修学旅行　1,909,090円
●校外学習　　169,840円

2,078,930 600,000

7 学校保健特別対策事業費補助金
新型コロナウイス感染症の影響により休業していた学
校の再開に伴い、各小中学校における感染症対策や
学習保障対策を行いました。

20,955,881 10,400,000

8 小中学校へのCo2センサー設置

市立小中学校にCo2センサーを設置し、教室等で適
切な管理が行えるようにしました。

●Co2センサー　489台
●自動体温測定器　35台

12,266,540 12,200,000

9 学校保健事業

市立小中学校ににおける感染症対策として、児童・生
徒用に飛沫抑止力が高い不織布マスクを配布しまし
た。

●小学校　5,311人
●中学校　2,548人

2,543,200 2,500,000



事業者支援・生活支援への活用（総事業費：232,812,510 円 交付金充当額：231,844,000 円）

10
感染症対策整備事業（教職員用ＰＣＲ
検査）

市内小中学校にて感染が疑われる教員が出た場合
にＰＣＲ検査を委託しました。保健所によるＰＣＲ検査、
濃厚接触者の特定は状況により時間がかかる場合が
あり、検査結果や濃厚接触者の特定ができなければ
学校運営体制に影響がでることから、児童生徒の学
習保障または、安心して学習ができる環境づくりを目
的としています。

●74人

1,221,000 800,000

11
感染症対策整備事業（教職員用タブ
レット端末等整備）

市立小中学校におけるコロナ禍での児童生徒への学
習保障の一環としてオンライン授業等に対応するた
め、教職員用タブレット端末や授業用の端末スタンド
等の整備をおこないました。

●教員用タブレット　107台
●授業用ヘッドセット　155台
●授業用端末スタンド　381台　　　　　　等

31,559,011 31,500,000

12 学校保健特別対策事業費補助金
感染拡大防止の観点から、市立小中学校において消
毒液やマスクの購入をおこないました。

2,736,716 1,300,000

13 教育支援体制整備事業費交付金
感染拡大防止の観点から、市立幼稚園において消毒
液やマスクの購入をおこないました。

556,349 279,000

99,554,642 79,738,000合　　　　　　　　　　　　計

事業名 事業概要 事業費(円) 交付金充当額(円)

1
新型コロナウイルス対策事業者支援
事業

市内事業者に対し、デジタルマーケティングの推進を
行い、コロナ禍にあっても経営が維持できる体制づく
りの支援、および、コロナ禍に対応するためのサーマ
ルカメラ導入支援を行いました。

●デジタルマーケティング推進補助金　29,224,000円
●サーマルカメラ導入補助金　82,420,000円
●事業委託料　12,000,000円

123,644,000 123,644,000

2 「木津川茶茶茶」応援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが
落ち込んだ茶農家を支援するため、山城産、加茂産
の市内生産茶葉を買い上げ、ティーバッグに加工しま
した。加工したティーバックは市内の子ども達に配布し
お茶の魅力を伝えました。

●茶葉買い上げ　10,595,000円
●デザイン・製造　9,409,510円

20,004,510 20,000,000

3 木津川市事業回復給付金

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた
事業者のうち、京都府緊急事態措置協力金の支給対
象外の事業者に対して給付金を支給しました。

●法人・団体：20万円×163件
　個人事業主：10万円×299件

62,100,000 62,100,000



公共施設等の感染対策及び市民サービス関連への活用（総事業費：82,097,740 円 交付金充当額：

78,327,000 円）

4 木津川米生産者応援事業

コロナ禍による全国的な米消費の落ち込みにより、20
年産米の持ち越し在庫が多く、21年産米の買い取り
価格が下がっていることを受け、米農家の収入減によ
る次期作支援として応援金を支給しました。

●11,455袋（800円／１袋）

9,164,000 9,100,000

5 木津川市生活困窮者応援給付金事業

コロナ禍における生活困窮世帯に対して、生活支援を
目的とした給付を行いました。

●170世帯　（100,000円/世帯）　

17,900,000 17,000,000

232,812,510 231,844,000合　　　　　　　　　　　　計

事業名 事業概要 事業費(円) 交付金充当額(円)

1 市職員テレワーク導入事業

コロナ禍に対応するため、市職員のテレワーク体
制の整備を目的として端末を購入しました。

●10台（172,700円／1台）

1,727,000 1,700,000

2 市有バス抗菌コーティング
市有バス利用者の新型コロナウイルス感染症拡大防
止を目的に車内の抗菌コーティングを実施しました。

270,600 200,000

3 庁舎内エレベーター除菌対策
市役所来庁者への新型コロナウイルス感染拡大防止
を目的にエレベーター庫内に除菌布の設置をしまし
た。

231,000 200,000

4
庁舎カウンター等パーテーション設置
費

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市役所等
の窓口へパーテーションを設置しました。

●1,000枚

7,093,900 7,000,000

5 庁舎空調設備整備事業

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、庁舎内空
調設備の整備を行い、換気力を強化しました。

●吸収式冷温水機オーバーホール　　8,250,000円

8,250,000 8,200,000

6 書かない窓口導入

コロナ禍に対応するため、市役所来庁者の窓口での
滞留を解消することを目的に、「書かない窓口」として
窓口業務をシステム化しました。

●システム等導入委託料　20,768,000円
●番号呼出機移設費　　78,650円
●書かない窓口システム保守　　66,000円
●書かない窓口システム使用料　　369,600円
●書かない窓口用カウンター購入　　1,094,894円
●受付番号機追加購入　　2,485,890円

24,863,124 24,800,000



7
出張所・マイナンバーセンターにおけ
る感染症対策事業

感染症感染拡大防止を目的として西部出張所・マイナ
ンバーセンターに空気除菌機器等を設置しました。

●空気清浄機　3台
●サーキュレーター8台

399,850 300,000

8 市役所テレワーク環境構築事業

新型コロナウイルス感染症感染予防のため、出勤し
ないことが妥当な市職員に対してテレワークを推進す
るため、環境構築のためのホスト端末を購入しまし
た。

●20台（172,700円／１台）

3,454,000 3,000,000

9
オンライン会議　機器・研修機材購入
事業

市業務において、コロナ禍における、対面を避けるた
めのオンライン会議・研修に必要な機材を購入しまし
た。

●短焦点プロジェクター　２台
（141,680円、151,250円）
●スピーカー　２台（105,160円／１台）

398,090 300,000

10 投票用紙自動交付機導入

選挙における投票用紙の手渡しによる交付を自動交
付機による交付に変えることにより投票事務従事者と
投票者との接触機会を減らし、新型コロナウイルス感
染症感染拡大リスクを減らしました。

●108台（264,000円／１台）

28,512,000 28,500,000

11 紙折り機導入事業
市民、事業者、団体等に対して、市からの新型コロナ
ウイルス感染症関連通知に対応するため、紙折り機
を購入しました。

319,000 300,000

12 感染症対策窓口整備事業

市支所、出張所、マイナンバーセンターに感染症対策
として、自動体温測定器、Co2濃度センサーを設置し
ました。また、出張所が所在するショッピングモールの
基準に従い簡易抗原検査キットの購入し、出張所機
能の停滞による市民への影響を予防した。

●自動体温測定器　4台　378,400円
●Co2濃度センサー　2台　37,620円
●簡易抗原検査キット　10個　214,500円

630,520 400,000

13
人権センター等の感染症対策整備事
業

感染拡大防止の観点から、市人権センターに自動体
温測定器を設置しました。

●自動体温測定器　3台　283,800円

283,800 200,000

14
児童館への非接触型体温計測器等設
置事業

感染拡大防止の観点から、市児童館に自動体温測定
器・空気清浄機の設置を行いました。

●自動体温測定器　2台　266,200円
●空気清浄機　7台　469,700円

735,900 700,000

15 老人憩の家空調整備事業
感染拡大防止の観点から、市老人憩の家の空調整
備をおこないました。

1,219,900 1,200,000



16 山城老人福祉センター空調整備事業
感染拡大防止の観点から、市山城老人福祉センター
の空調整備をおこないました。

220,550 200,000

17
市営住宅エレベーターの抗菌・抗ウイ
ルスコーティング事業

感染拡大防止の観点から、市営住宅の共用部分であ
るエレベーターに抗菌コーティングをおこないました。

306,834 300,000

18
駅自由通路エレベーターの抗菌・抗ウ
イルスコーティング事業

感染拡大防止の観点から、ＪＲ木津駅、加茂駅自由
通路エレベーターに抗菌コーティングをおこないまし
た。

●JR木津駅　2基　
●JR加茂駅　2基

326,788 300,000

19 疾病予防対策事業費等補助金
アフターコロナのデジタル社会に対応するため、予防
接種法に基づく定期接種に係るマイナンバー情報連
携体制整備をおこないました。

352,000 37,000

20
新型コロナウイルス感染症セーフティ
ネット強化交付金

感染拡大防止の観点から、成年後見制度中核機関
立ち上げに向けた準備会設置に伴う会議をオンライン
で行うための機器購入をおこないました。

302,884 75,000

21 疾病予防対策事業費等補助金

アフターコロナのデジタル社会に対応するため、成人
健（検）診情報のマイナンバー制度における情報連携
の実施に伴い、検診結果データの標準化に対応する
よう健康管理システムの改修をおこないました。

660,000 162,000

22 疾病予防対策事業費等補助金

アフターコロナのデジタル社会に対応するため、成人
健（検）診情報のマイナンバー制度における情報連携
による利活用ができるよう健康管理システムの改修を
おこないました。

1,540,000 253,000

82,097,740 78,327,000合　　　　　　　　　　　　計


