
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

新型コロナウイルス感染症感染防止

対策（障害者福祉サービス事業所）

支援金

　市内の社会福祉施設等に対し、施設内感染防止対策

に係る費用の補助を行うことにより、職員及び市民の

感染防止を図る。

1,067

新型コロナウイルス感染症感染防止

対策（介護サービス事業所）支援金

　市内で介護サービスを提供する事業所の感染防止対

策に要する経費等に対して支援金を交付し、感染防止

の取組を支援するとともに、介護サービス利用者及び

介護従事者の感染防止を図る。

2,803

新型コロナウイルス感染症感染防止

対策（医療機関）支援金

　市内の病院、診療所及び歯科診療所に対し、院内感

染防止対策に係る費用の補助を行うことにより、医療

従事者及び市民の感染防止を図る。

7,812

新型コロナウイルス感染症感染防止

対策補助金

　感染症指定医療機関である庄原赤十字病院及び西城

市民病院に対し、院内感染防止対策に係る費用の補助

を行うことにより、医療従事者及び市民の感染防止を

図る。

18,000

学校休業対策事業（放課後子供教室

拡大分）

　新型コロナウイルス感染症の影響による学校休業に

対応するため、放課後子供教室を開設する。
1,266

学校休業対策事業（家庭学習用教材

郵送料）

　新型コロナウイルス感染症の影響による学校休業に

伴う家庭学習用教材を市内の児童・生徒に送付する。
712

避難所備蓄品整備事業
　災害発生時等での避難所開設時における感染症拡大

防止を図るため、必要な備蓄品等を購入し配備する。
9,290

備蓄倉庫配備事業
　避難所での衛生環境等を保つための各種資材を避難

所で保管するために備蓄倉庫を購入し設置する。
2,963

西城市民病院事業会計繰出（発熱外

来医療体制整備事業）

　庄原市立西城市民病院事業会計に繰り出し、感染症

対策に必要な医療提供体制を更に充実させることで、

地域住民に安心安全な医療を提供するとともに医療従

事者の安全な医療環境を整備する。

14,666

西城市民病院事業会計繰出（オンラ

イン診療体制整備事業）

　庄原市立西城市民病院事業会計に繰り出し、新型コ

ロナウイルス感染症を懸念され受診を控える患者に対

応するため、オンライン診療の充実を図る。

310

学校支援員配置事業

　学校支援員を配置し、教職員の新型コロナウイルス

感染症対策に係る業務をサポートすることにより、教

職員の教材研究や職員研修の時間が確保され、児童生

徒の学びの定着を図る。

1,849

高齢者・障害者の一時滞在施設及び

在宅生活の支援事業

　施設での感染症発症や、家族介護者が感染症に罹患

したことにより、福祉サービスを受けられなくなった

高齢者等の支援体制を整備する。

1,055

庄原赤十字病院医療提供体制維持支

援事業

　コロナ禍において、妊産婦や家族等の安心感を醸成

し、母子ともに健康な出産を迎えるために必要な機器

の整備を支援する。

8,580

インフルエンザ予防接種公費負担事

業

　18歳以下の生徒等及び妊婦、また65歳以上の高齢

者等に対するインフルエンザ予防接種費用を公費負担

することで接種率の向上を図り、インフルエンザ罹患

による発熱等での医療機関への受診者数を減少させ、

子育て世帯の経済的支援を図ると同時に、医療機関の

負担軽減を図る。

39,422

子ども・子育て支援交付金
　学校臨時休業期間に児童の居場所を確保するため、

放課後児童クラブの開設時間を延長する。
6,991

事業の内容
事業費

（千円）

Ⅰ．感染拡大防止策と医

療提供体制の整備

経済対策との関係 事業の名称
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事業の内容
事業費

（千円）
経済対策との関係 事業の名称

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）

市内小中学校での感染拡大を防止するため、消毒液等

を整備する。

784

学校保健特別対策事業費補助金

　自宅での学習機会の確保や安心して通学できる環境

を整備するため、市内小中学校での感染拡大防止対策

等を実施する。

24,732

障害者総合支援事業費補助金

　（特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイ

サービス支援事業）

臨時休業に伴う放課後等デイサービスの利用負担増加

分を軽減する。

1

指定避難所トイレ洋式化改修事業

　新型コロナウイルス感染症対策として、避難所施設

の衛生環境及び利便性の向上を図るため、トイレの洋

式化を実施する。

13,290

相談支援専門員総合調整業務

　障害者福祉サービスの縮小に伴う利用調整、利用者

の実態把握を通じて、在宅障害者支援に係る連携強化

を図る。

122

介護支援専門員総合調整業務

  介護サービスの縮小に伴う利用調整、利用者の実態

把握を通じて、在宅高齢者支援に係る連携強化を図

る。

943

庄原市子育て世帯応援臨時給付金

　長引く学校休業に伴う児童・生徒の外出自粛の影響

による子育て家庭の経済的負担を解消するため、市独

自の児童手当を受給している世帯に対し、子育て世帯

応援臨時給付金を支給する。

97,150

広島県感染拡大防止協力支援金

　広島県からの休業等の要請に応じた中小企業者の新

型コロナウイルス感染症への対策を支援し、県内にお

ける感染拡大防止を図る。

14,707

新型コロナウイルス感染症感染拡大

防止補助金

　新型コロナウイルス感染症の予防対応等のため、事

業者が自発的に取り組む事業継続のための取り組み等

に対して、必要な経費を補助する。

54,933

中小企業者等事業継続応援給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減

少している中小企業、個人事業主を含む小規模事業者

で県の協力支援金の給付を受けていない者に対し、事

業継続応援給付金を支給する。

4,200

新型コロナウイルス感染症に係る事

業者支援体制強化事業（商工団体支

援拡充）

　市内商工会が実施する新型コロナウイルス感染症に

係る国・県・市の経済支援策の情報提供・相談・申請

支援（会員以外の事業者も含む）に対し、補助金を交

付する。

2,922

感染拡大防止協力支援金

　市が一般利用を中止したため広島県の感染拡大防止

協力支援金の交付対象とならない自主事業を行う指定

管理者等に対し、県と同等の支援が受けられるよう市

独自の支援を行う。

1,400

和牛繁殖農家経営継続支援給付金

　枝肉価格が急落し、子牛セリ市場価格も急落してお

り、繁殖和牛農家の継続的な和牛飼育意欲向上と、経

営安定のため、給付金を支給する。

19,810

肉用牛肥育農家経営継続支援給付金

　インバウンドや外食の需要が大幅に低下し、和牛肉

の需要の低下に伴い、枝肉価格が急落し、肥育農家の

経営悪化が懸念されることから、肥育農家の経営意欲

の維持と、経営安定のため、給付金を支給する。

3,810

Ⅰ．感染拡大防止策と医

療提供体制の整備

Ⅱ．雇用の維持と事業の

継続
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事業の内容
事業費

（千円）
経済対策との関係 事業の名称

学校給食関連事業者支援事業

　４月～５月の学校臨時休業により影響を被った牛乳

販売業者に対し、安定的に事業を継続することができ

るよう支援金を支給する。

1,696

障害者福祉サービス事業者奨励金

　障害者福祉サービス事業者を支援するための奨励金

を支給し、障害者の住み慣れた地域での安心した生活

に必要不可欠な障害者福祉サービスの提供の維持につ

なげる。

1,783

介護サービス事業者奨励金

　介護サービス事業者を支援するための奨励金を支給

し、要介護高齢者の住み慣れた地域での安心した生活

に必要不可欠な介護サービスの提供の維持につなげ

る。

5,414

庄原市交通事業者事業継続支援給付

金

　市民の重要な移動手段であるバス等の運行継続を支

援し、市民生活の安定を図るため、交通事業者に対

し、運行継続支援給付金を支給する。

10,430

庄原市雇用維持支援助成金

　雇用を維持し、経営の回復に取り組む企業に活力を

取り戻してもらうため、経営回復の一助となる助成金

を支給する。

172,711

学校臨時休業対策費補助金

　３月の学校臨時休業により影響を被った牛乳販売業

者に対し、安定的に事業を継続することができるよう

支援金を支給する。

879

頑張る飲食事業者応援事業（県事

業）

　第２次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策に

基づく「飲食の場・飲酒の場における対策」の影響を

受けて、売り上げが減少した飲食事業者（飲食店等）

に対して、広島県と連携して支援する。

16,100

庄原市事業継続応援給付金

　県の「頑張る飲食事業者応援事業」の対象から外れ

る事業者のうち、非常事態宣言及び広島県の集中対策

期間による移動自粛等により、影響を受けた飲食関

係・観光関係の事業者を支援する。

21,000

庄原市新型コロナウイルス感染拡大

予防対策補助金（第２次分）

　事業者が自発的に感染拡大防止のために取り組む消

毒や飛沫感染防止策に必要な経費の3/4を補助する。
48,000

庄原市雇用維持支援助成金（第２次

分）

　事業の継続や雇用維持に取り組む市内企業を支援す

るため、経営回復の一助となる助成金を支給する。
173,000

庄原市交通事業者事業継続支援給付

金（第２次分）

　市民の重要な移動手段であるバス等の運行継続を支

援し、市民生活の安定を図るため、交通事業者に対

し、運行継続支援給付金を支給する。

15,180

交通交流拠点施設デジタルサイネー

ジ整備補助事業

　バス乗場へデジタルサイネージ（電子看板）を設置

し、ＪＲや市営バス等も含めた運行情報や観光情報を

提供することにより、交通のシームレス化を図る。

1,000

宿泊商品造成事業

　市内の宿泊施設及び旅行業者等が自ら創意工夫し、

宿泊商品を造成し販売しようとするものに対し支援す

るとともに、市内宿泊施設の利用を促進する。

26,000

デジタルサイネージ整備補助事業

　市内の主要なバス待合へデジタルサイネージ（電子

看板）を設置し、一般路線バスや市営バスなど複数事

業者の路線運行情報や観光情報を提供することによ

り、交通のシームレス化を図る。

2,391

Ⅲ．次の段階としての官

民を挙げた経済活動の回

復

Ⅱ．雇用の維持と事業の

継続
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事業の内容
事業費

（千円）
経済対策との関係 事業の名称

サテライトオフィス誘致加速化事業

　オフィス設置費用と市内での雇用創出が見込まれる

常用雇用者の異動費用について、本市の既存の誘致促

進補助金を拡充することで、企業の早期誘致を図る。

4,014

庄原市キャッシュレス決済推進プロ

ジェクト支援事業

　新しい生活様式に対応したキャッシュレス社会の構

築を市内全域で推進するため、キャッシュレス決済対

応可能なカードを発行し、プレミアム付きポイント

カード事業を実施する。

424,364

「いざなみカード」ポイント還元

キャンペーン事業

　市内の消費が低迷するなか、事業者支援と市民の消

費喚起を促す経済対策として、「いざなみカード」ポ

イント還元キャンペーンを実施する。

91,100

教育情報化推進事業（「GIGAスクー

ル構想の実現」端末整備事業）

　「ＧＩＧＡスクール構想」を実現に向けて、児童生

徒１人１台タブレット端末を整備する。
59,827

テレワーク環境整備事業

　感染拡大を防止する分散勤務の１つのスタイルとし

てのテレワーク（在宅勤務）導入に必要な庁内環境の

整備を行う。

10,276

小中学校特別教室等エアコン設置整

備

　来年度以降も新型コロナウイルス感染症対策とし

て、夏季休業の短縮及び教室を分散した教育活動が予

測されるが、特別教室の多くは空調設備が整っておら

ず、優先度が高い教室へ空調設備を整備する。

146,041

Ⅲ．次の段階としての官

民を挙げた経済活動の回

復

Ⅳ．強靭な経済構造の構

築
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