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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の実施状況及びその効果（令和２年度計画分）

No
地方単独

／国庫補助
事業名 事業概要

事業費（決算額）
（単位：円）

臨時交付金充当額
（単位：円）

事業実施期間 実施状況及びその効果 担当課

1 地方単独 事業者応援事業（事業者応援給付金）

 新型コロナウィルス感染症により、特に経営に大きな影響を受けている飲食・
宿泊・運輸事業者に、地域経済の危機的状況を回避することを目的とした給付金
を交付する。 22,809,900 22,809,000

令和2年5月
～令和3年2月

 地域経済の危機的状況を回避することを目的とした給付金を交
付し、事業継続に向けて経営を支援できた。
 ・飲食業 186件 16,750,000円
 ・宿泊業   15件   3,300,000円
 ・運輸業   22件   2,750,000円

2 地方単独 事業者応援事業（融資利用者応援給付金）
 新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、令和2年1月29日以降、対象融
資を受けた市内事業者に対し、給付金を交付する。 84,790,000 84,790,000

令和2年5月
～令和3年2月

 市内事業者に対し、給付金を交付し、事業継続の支援が図れ
た。
 ・給付額合計 457件  84,790,000円

3 地方単独 事業者応援事業（チャレンジ事業支援給付金）

 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、地域内のイノベーション
創出に向けて、事業者等の新たなチャレンジを支援し、民間事業者等が行うモデ
ル的な取組みに対し、給付金を交付する。

11,369,450 11,200,000
令和2年5月

～令和3年2月

 地域内のイノベーション創出に向けて、事業者等の新たなチャ
レンジを支援し、民間事業者等が行うモデル的な取組みを支援す
ることができた。
 ・交付額合計 18件 11,369,450円

4 地方単独 小中学校臨時休業対策事業（児童生徒ステイホーム特別給付金事業）

 児童生徒ステイホーム特別給付金を支給し、子育て世帯の負担軽減を図ること
により、児童生徒の健全な家庭生活を後押しするとともに、学校再開時に円滑に
学校生活を再開できるよう支援する。（対象児童・生徒 1人当たり 10,000
円） 27,094,650 27,093,000

令和2年5月
～令和2年9月

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、市立小・中学
校を臨時休業としたことに伴い膨らんだ食費や「新しい生活様
式」の実践に活用いただき、円滑な学校生活の再開に役立てられ
た。
     対象者数 支給者数  支給率
 小学生 1,733人  1,722人   99.4％
 中学生    934人   929人   99.5％

教育総務課

5 地方単独 小中学校臨時休業対策事業（放課後児童クラブ感染症対策特別支援事業）
 小学校の臨時休業により、放課後児童クラブにおける支援員及び補助員が各々
で感染防止の取組みを実施していることから、要件を満たす支援員及び補助員が
従事する放課後児童クラブに対し、支援員数に応じて特別支援金を支給する。

1,290,000 1,290,000
令和2年5月

～令和2年9月

 新型コロナウイルス感染症対策として、放課後児童クラブの運
営に寄与するとともに、、学校臨時休業を
受けて、平日午前中の子どもの居場所確保が困難となった家庭の
支援を行うことができた。
市内放課後児童クラブ 17クラブ（1,290,000円）

子育て支援課

2,988,215 2,970,000
令和2年4月

～令和2年12月

 令和2年4月に東京など７都府県に緊急事態宣言（１回目）を発
令され、新型コロナウイルス感染症感染防止に必要な備品等を早
期に購入、備蓄することにより、感染リスクを低下させ、市役所
及び各公の施設での業務遂行を継続することができた。

総務課 外17課

27,948,947 25,933,000
令和2年4月

～令和3年3月

13,007,095 11,110,200
令和3年4月

～令和4年3月

1,417,680 1,417,000
令和3年4月

～令和4年3月

 市内各消防団詰所における新型コロナウイルス感染症感染防止
に必要な消耗品等を購入することにより、感染防止対策を強化す
ることができた。
 ・避難所感染対策用備蓄品
  （マスク、アルコール消毒液、非接触電子温度計等）

2,487,982 2,487,000
令和3年4月

～令和4年3月

 新型コロナウイルス感染症感染防止に必要な消耗品を購入する
ことにより、感染リスクを低下させ、市役所及び各公の施設での
業務遂行を継続することができた。
 ・感染対策消耗品
 （マスク、アルコール消毒液、非接触電子体温計等）

総務課

1,584,000 1,584,000
令和2年4月

～令和3年3月

26,235,000 26,235,000
令和3年4月

～令和4年3月

1,826,000 1,826,000
令和3年4月

～令和4年3月

 市役所における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防止する
ため、サーモグラフィ設置及び市役所本館トイレの自動水洗化を
行い、職員の感染リスクを低下させるとともに、市民がより安心
して施設を利用できるよう、感染拡大防止に寄与することができ
た。
 ・市役所サーモグラフィ設置・トイレ自動水洗改修工事

4,142,600 4,142,000
令和3年4月

～令和4年3月

 市役所における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防止する
ため、市役所本館トイレのLED自動センサー照明取替工事を行
い、職員の感染リスクを低下させるとともに、市民がより安心し
て施設を利用できるよう、感染拡大防止に寄与することができ
た。
 トイレLED自動センサー照明取替工事

商工観光課

 避難所における新型コロナウイルス感染症感染防止に必要な消
耗品、備品等を購入、備蓄することにより、感染防止対策を強化
することができた。
 ・避難所感染対策用備蓄品
  （マスク、アルコール消毒液、非接触電子温度計
   、感染症防護具セット、アクリル仕切り板、   
    Co2測定器等） 防災対策課

 市役所における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防止する
ため、本館の空調設備・換気機能を向上させる改修工事を行い、
職員の感染リスクを低下させるとともに、市民がより安心して施
設を利用できるよう、感染拡大防止に寄与することができた。
 ・市役所本館空調設備改修工事

管財システム課

6 地方単独 公共空間安全安心確保事業
 公共空間での感染防止対策のため、市施設、学校施設、避難所等に感染防止に
資する設備、備品等の整備を行うとともに、多様な働き方を推進するために必要
となる備品を購入する。
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No
地方単独

／国庫補助
事業名 事業概要

事業費（決算額）
（単位：円）

臨時交付金充当額
（単位：円）

事業実施期間 実施状況及びその効果 担当課

340,659 340,000
令和2年4月

～令和3年3月

894,096 819,000
令和3年4月

～令和4年3月

40,337,000 40,337,000
令和3年4月

～令和4年3月

 吉野川斎場における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防止
するため、斎場の空調設備・換気機能を向上させる改修工事を行
い、市民がより安心して施設を利用できるよう、感染拡大防止に
寄与することができた。
 ・吉野川斎場空調整備改修工事

環境企画課

446,471 48,000
令和3年4月

～令和4年3月

 吉野川市運転管理センターにおける新型コロナウイルス感染症
感染防止に必要な消耗品を購入し、感染防止対策を強化すること
ができた。
 ・運転管理センター感染対策用消耗品
  （アルコール消毒液等）

運転管理センター

256,775 256,000
令和2年4月

～令和3年3月

119,568 110,000
令和3年4月

～令和4年3月

2,207,700 2,207,000
令和2年4月

～令和3年3月

11,968,000 11,968,000
令和3年4月

～令和4年3月

6,483,400 6,482,000
令和3年4月

～令和4年3月

 市立・私立認定こども園等における新型コロナウイルス感染症
感染拡大を防止するため、各園におもちゃ殺菌庫の整備を行い、
園児がより安心して施設を利用できるよう、感染拡大防止に寄与
することができた。
 ・おもちゃ殺菌庫 18台

3,900,985 3,899,000
令和3年4月

～令和4年3月

 市立・私立認定こども園等における新型コロナウイルス感染症
感染拡大を防止するため、新型コロナウイルス感染症感染防止に
必要な消耗品、備品等を購入し、園児がより安心して施設を利用
できるよう、感染拡大防止に寄与することができた。
 ・市立認定こども園等感染対策消耗品・備品購入
  （Co2測定器、サーモグラフィカメラ、スチール
   パーティション等）

3,680,000 3,680,000
令和2年4月

～令和3年3月

4,383,000 4,383,000
令和3年4月

～令和4年3月

1,034,950 1,034,000
令和3年4月

～令和4年3月

 たねのや及びKi-Daにおける新型コロナウイルス感染症感染拡
大を防止するため、新型コロナウイルス感染症感染防止に必要な
消耗品、備品等を購入し、市民等がより安心して施設を利用でき
るよう、感染拡大防止に寄与することができた。
 ・たねのや・Ki-Da感染対策消耗品・備品購入
  （アルコール消毒液、消毒液スタンド、アクリル
   仕切り板、サーマルカメラ、空気清浄機等）

 新型コロナウイルス感染症感染防止に必要な消耗品、備品等を
購入することにより、感染リスクを低下させ、市民がより安心し
て施設を利用できるよう、感染拡大防止に寄与することができ
た。
  ・隣保館等感染対策用消耗品・備品購入
  （マスク、アルコール消毒液、サーマルカメラ等）

人権課

 新型コロナウイルス感染症感染防止のため、ノータッチ式ディ
スペンサー及びアルコール消毒液を購入し、福祉センターや老人
憩の家に設置することにより、来館者の感染リスクを低下させる
ことができた。
 ・老人福祉センター等感染対策用消耗品購入

長寿いきがい課

 市立認定こども園及び保育所における新型コロナウイルス感染
症感染拡大を防止するため、換気機能を向上させる全熱交換器設
置工事を行い、園児や職員の感染リスクを低下させるとともに、
園児がより安心して施設を利用できるよう、感染拡大防止に寄与
することができた。
 ・市立認定こども園等全熱交換器設置工事

子育て支援課
（R2年度 こども未来課）

子育て支援課

 美郷物産館における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防止
するため、物産館の空調設備・換気機能を向上させる改修工事を
行い、市民がより安心して施設を利用できるよう、感染拡大防止
に寄与することができた。
 ・美郷物産館空調整備改修工事

商工観光課

6 地方単独 公共空間安全安心確保事業
 公共空間での感染防止対策のため、市施設、学校施設、避難所等に感染防止に
資する設備、備品等の整備を行うとともに、多様な働き方を推進するために必要
となる備品を購入する。
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No
地方単独

／国庫補助
事業名 事業概要

事業費（決算額）
（単位：円）

臨時交付金充当額
（単位：円）

事業実施期間 実施状況及びその効果 担当課

44,000 44,000
令和3年4月

～令和4年3月

 川田北会館における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防止
するとともに、避難所の換気機能を向上させるため、網戸修繕を
行い、市民がより安心して施設を利用できるよう、感染拡大防止
に寄与することができた。
 ・川田北会館網戸改修

3,704,800 3,704,800
令和3年4月

～令和4年3月

 本庁舎等でコロナウイルス感染者が発生した場合の職員の分散
勤務地の確保のため、鴨島中央浄化センターの空調設備・換気機
能を向上させる改修工事を行い、分散勤務地の確保と職員の感染
拡大防止に寄与することができた。
 ・鴨島中央浄化センター空調改修工事

55,844,900 55,844,000
令和2年10月
～令和3年3月

110,907,400 110,907,000
令和3年4月

～令和3年6月

25,346,200 25,346,000
令和3年4月

～令和3年9月

 市立小中学校における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防
止するため、トイレの手洗い場を自動水栓化し、児童生徒及び教
員の感染リスクを低下させ、安心して学校施設を利用できるよ
う、感染拡大防止に寄与することができた。
 ・市立小中学校自動水栓取替

21,703,000 21,240,000
令和3年4月

～令和3年11月

 市立学島小学校における新型コロナウイルス感染症感染拡大を
防止するため、鋼製建具の改修工事を行うことにより、児童が安
全に窓の開閉を行うことが可能となり、児童生徒及び教員の感染
リスクを低下させ、感染拡大防止に寄与することができた。
 ・学島小学校鋼製建具改修

3,503,848 3,503,000
令和2年4月

～令和3年3月

7,651,259 7,650,000
令和3年4月

～令和4年3月

2,261,512 2,261,000
令和2年4月

～令和3年3月

1,502,488 1,501,000
令和3年4月

～令和4年3月

3,025,000 3,025,000
令和3年4月

～令和4年3月

 市立図書館における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防止
するため、図書殺菌庫を購入し、市民がより安心して施設を利用
できるよう、感染拡大防止に寄与することができた。また、図書
予約システムを導入するためのシステム改修を実施し、図書館に
来所しなくても図書予約することで、感染防止や市民サービスの
向上に寄与することができた。
 ・市立図書館 図書殺菌庫・図書予約システム改修

下水道課

 市立小中学校における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防
止するため、換気機能を向上させる全熱交換器設置及び空調改修
工事を行い、児童、生徒及び教員の感染リスクを低下させ、安心
して学校施設を利用できるよう、感染拡大防止に寄与することが
できた。
 ・市立小中学校全熱交換器設置・空調改修工事

教育総務課

 市立小中学校における新型コロナウイルス感染症感染拡大を防
止するため、新型コロナウイルス感染症感染防止に必要な消耗
品、備品等を購入し、児童生徒及び教員がより安心して施設を利
用できるよう、感染拡大防止に寄与することができた。
 ・市立小中学校感染対策消耗品・備品購入
  （Co2測定器、アルコール消毒液、マスク、
   サーマルカメラ、電子体温計等）

学校教育課

 社会体育施設、社会教育施設及び文化施設における新型コロナ
ウイルス感染症感染拡大を防止するため、新型コロナウイルス感
染症感染防止に必要な消耗品、備品等を購入し、市民がより安心
して施設を利用できるよう、感染拡大防止に寄与することができ
た。
 ・社会体育施設、社会教育施設及び文化施設
  感染対策消耗品・備品購入
  （アルコール消毒液、サーマルカメラ等）

生涯学習課

6 地方単独 公共空間安全安心確保事業
 公共空間での感染防止対策のため、市施設、学校施設、避難所等に感染防止に
資する設備、備品等の整備を行うとともに、多様な働き方を推進するために必要
となる備品を購入する。
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No
地方単独

／国庫補助
事業名 事業概要

事業費（決算額）
（単位：円）

臨時交付金充当額
（単位：円）

事業実施期間 実施状況及びその効果 担当課

 新型コロナウイルス感染症対策に伴う一斉休業措置により生じた学習の遅れを
効率的に解消するため、未導入教科において指導用デジタル教科書を導入し、効
率的な指導（学習内容の焦点化、視覚化、音声化、授業準備の効率化等）を可能
とする。

10,639,200 10,639,000
令和2年5月

～令和4年3月

 授業準備の効率化、授業での学習情報の共有化を効率的に行う
ことが可能となり、臨時休業によって生じた学習の遅れの解消に
寄与することができた。
 ・市立小中学校デジタル教科書購入

学校教育課

 新型コロナウイルス感染症対策による外出自粛において、図書館の蔵書を増や
すことにより、在宅における学習の充実を図る。 9,859,300 9,859,000

令和2年5月
～令和4年3月

 図書館の蔵書を増やすことにより、新型コロナウイルス感染症
対策による外出自粛における学習の充実を図ることができた。
 ・市立図書館 図書購入

生涯学習課

115,830,000 39,248,000
令和2年5月

～令和4年3月

62,436,000 32,515,000
令和2年5月

～令和4年3月

 GIGAスクール構想に伴い、ネットワーク環境の増強を図るため、市役所・学
校間のサーバー機能の増強を行う。 6,820,000 6,820,000

令和2年5月
～令和4年3月

 GIGAスクール構想の実現に向けた、通信環境の円滑な運用に大
きく寄与することができた。
 ・市役所・学校間サーバー増強事業

3,582,000 3,582,000
令和2年4月

～令和3年4月

 徳島中央広域連合の救急活動に従事する職員等の感染症予防策
のための消耗品及び備品等を購入し、職員の感染リスクを低下と
市民の感染拡大防止に寄与することができた。
 ・徳島中央広域連合消防資器材購入（負担金）

防災対策課

1,683,077 1,683,000
令和2年4月

～令和3年4月

 運転管理センターのごみ収集に従事する職員等の感染症予防策
のための消耗品を購入し、職員の感染拡大防止に寄与することが
できた。
 ・運転管理センター感染対策用消耗品

運転管理センター

991,800 991,000
令和2年4月

～令和3年4月

 健康推進課のがん検診時等に従事する保健師等及び検診受診者
の感染症予防策のための消耗品及び備品等を購入し、職員の感染
リスク低下と市民の感染拡大防止に寄与することができた。
 ・健康推進課感染対策用消耗品・備品購入

健康推進課

3,619,000 3,619,000
令和2年4月

～令和3年4月

 新型コロナウィルス感染予防対策として、会計課にPOSレジ及
び自動釣銭機各2台を導入し、職員の感染リスク低下と市民がより
安心して施設を利用できるよう、感染拡大防止に寄与することが
できた。
 ・会計課 POSレジスター及び自動釣銭機購入

会計課

3,518,781 3,518,000
令和2年9月

～令和3年3月

 選挙事務に従事する職員等及び投票者の感染症予防策のための
消耗品及び備品等を購入し、選挙事務従事者等の感染リスク低下
と市民がより安心して選挙を行えるよう、感染拡大防止に寄与す
ることができた。
 ・選挙時における感染対策用消耗品・備品購入

選挙管理委員会事務局

9 地方単独 新型コロナウイルス感染症予防普及啓発事業
 感染予防対策普及啓発用品（クリアファイル）を作成し、市内小中学校、こど
も園、保育所へ配布し、新型コロナウイルス感染症の予防や健康管理に役立てて
もらう。

481,098 480,000
令和2年4月

～令和3年4月

 感染予防対策普及啓発用品（クリアファイル：手洗いでウイル
スをやっつけよう！）を作成し、市内小中学校、こども園、保育
所へ配布し、新型コロナウイルス感染症の予防や感染拡大防止に
寄与することができた。

健康推進課

10 地方単独 地域経済活性化対策事業（おえクーポン事業）

 新型コロナウィルスの影響により、落ち込んでいる市内の地域経済の活性化を
図るため、全吉野川市民を対象に、市内の登録店舗で使える一人当たり3,000円
のクーポン券を配布し、18歳以下の子どもには一人あたり3,000円を上乗せして
合計6,000円を配布。 144,847,578 144,843,000

令和2年7月
～令和3年2月

 新型コロナウィルスの影響により、落ち込んでいる市内の地域
経済の活性化を図るため、クーポン券を配布し、市民生活の支援
が図れた。
 ・クーポン券換金    133,253,500円
 ・通信運搬、広告料等 8,570,205円
 ・印刷製本、消耗品等 2,067,242円
 ・会計年度任用職員報酬 956,631円

11 地方単独 地域経済活性化対策事業（プレミアム商品券事業）

 新型コロナウイルスの影響により、落ち込んでいる市内の地域経済活性化事業
として、地域限定のプレミアム率100％の『吉野川市スーパープレミアム付き商
品券』を発行する。 161,711,920 161,711,000

令和3年3月
～令和4年2月

 新型コロナにより影響を受け落ち込んでいる市内の地域経済の
活性化と消費喚起を図ることができ、市内事業者支援を実施でき
た。
 商品券総販売冊数 29,890冊、総購入者数 18,105人
 換金総額 297,931,000円、総換金率 99.31％

12 地方単独 住民票等コンビニ交付サービス構築事業
 マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスを導入し、窓口での書
面・対面でのやりとりのあり方を見直し、窓口での混雑や接触を避け、新たな生
活様式への社会的環境の整備を行う。

7,246,800 7,246,000
令和2年10月
～令和3年3月

 マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスの導入に
向け、各種システム改修等を実施し、サービス環境を構築するこ
とができた。

市民課及び税務課

13 地方単独 高収益作物次期作応援事業
 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた生産者に対し、次期作に向けた
取り組みを支援する。

19,176,067 19,176,000
令和2年10月
～令和3年3月

 市内農家の個人に5万円（339件）、法人に20万円（11件）を支
給し、農作物生産活動の維持・継続に寄与することができた。

農林業振興課

14 地方単独 ひとり親世帯臨時特別支援金事業
 国のひとり親世帯臨時特別給付金の支給対象とならなかった低所得のひとり親
世帯を支援するため、市独自の支援として、児童扶養手当受給者等に対し支援金
（1世帯5万円，第2子以降1人につき3万円を加算）を支給する。

1,430,000 1,430,000
令和3年3月
～令和3年月

 市独自の施策として、経済的な影響を受けるひとり親世帯等を
支援することができた。
 ・児童扶養手当受給者 22名

子育て支援課

7 地方単独 教育環境充実・学習支援事業  文部科学省が推進するＧＩＧＡスクール構想に基づき市立小中学校に1人1台タ
ブレット端末整備を行う。

 タブレット等貸与規程に基づき、小中学校に在籍する児童・生
徒への端末配備が可能となり、タブレット端末を用いたオンライ
ン学習の環境整備が構築することができた。
 ・GIGAスクール構想

学校教育課

8 地方単独 新型コロナウイルス感染症予防対策事業
 乳幼児健診、がん検診時等や市ごみ収集業務、選挙日投開票事務、会計事務、
救急活動に従事する者等の感染症予防策のための消耗品及び備品等を購入する。

商工観光課
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15 国庫補助 子ども・子育て支援交付金
 子ども・子育て支援交付金のうち、新型コロナウイルス感染症対策を図る事業
を活用し、放課後児童クラブにおける感染防止用品等を整備する。 4,890,862 1,630,000

令和2年4月
～令和3年3月

 新型コロナウイルス感染症感染防止に必要な消耗品等を購入
し、感染リスクを低下させ、放課後児童クラブの運営継続に寄与
することができた。

子育て支援課

16 国庫補助 学校保健特別対策事業費補助金（感染症のためのマスク等購入支援事業）
 学校再開等にあたり集団感染のリスクを避け、児童及び生徒が安心して学ぶこ
とができる体制の整備を促進するため、学校設置者がマスク等の保健衛生用品を
整備する。

846,808 423,000
令和2年4月

～令和3年3月

 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要となる様々な物
品を、市立小中学校に配備したことで、教育現場における新型コ
ロナウイルス感染拡大防止に寄与することができた。

17 国庫補助 学校保健特別対策事業費補助金（学校再開に伴う感染症対策・学習保障に係る支援事業）

 市立小・中学校が段階的な学校再開に際して、感染症対策等を徹底しながら児
童及び生徒の学習保障をするための新たな試みを実施するに当たり、校長の判断
で迅速かつ柔軟に対応することができるよう、学校教育活動の再開を支援するた
め必要な備品等の整備する。

16,119,511 8,000,000
令和2年4月

～令和3年3月

 感染症対策等を徹底しながら児童及び生徒の学習保障をするた
め各市立小中学校が必要な備品等の整備したことで、感染症対策
等を徹底しながら児童及び生徒の学習保障に寄与することができ
た。

18 国庫補助 公立学校情報機器整備補助金（学校からの遠隔学習機能の強化事業）
 学校臨時休業等の緊急時に備え、児童生徒との遠隔学習等を行うために使用す
るビデオカメラを整備する。

455,400 210,000
令和3年1月

～令和3年3月

 学校臨時休業等の緊急時に備え、児童生徒との遠隔学習等を行
うために使用するビデオカメラを整備することができた。
 ・市立小中学校 15校（デジタルカメラ各校1台）

19 国庫補助 学校臨時休業対策費補助金

 学校臨時休業要請により、３月２日から春休みまでの学校臨時休業期間におけ
る 学校給食の提供 に当たり 、臨時休業前に発注した食材の 購入経費等につい
て、 保護者の負担を軽減するため、国の補助金を活用し、 納入業者へ補助金を
交付する。

421,327 106,000
令和2年4月

～令和2年9月

 学校臨時休業に伴う学校給食を中止により、納入業者が臨時休
業前に発注した食材の 購入経費等に対して補助金を交付すること
ができた。
 ・納入業者 2業者

市学校給食センター

20 国庫補助 障がい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のデイサービスへの支援等事業）
 特別支援学校等の臨時休業に伴い、放課後等デイサービスの利用増により、追
加的に生じたサービス提供に係る利用者負担の免除を行う。

33,092 6,000
令和2年4月

～令和3年4月

 新型コロナウイルス感染症の影響によるかかり増し等の利用者
負担軽減を行うことで、特別支援学校等の臨時休業等における利
用者世帯の支援に寄与することができた。

社会福祉課

1,117,178,151 993,210,000

学校教育課


