
緊急時対応段階 継続・回復段階 

雇用維持・事業継続 

経済回復 
強靭な経済構造構築 

創生臨時交付金を活用した 
新型コロナウイルス感染症に対する 

裾野市の支援・対策 

※金額は事業費（予算）ベース 
 ただし、完了した事業は実績 

①新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券販売   
  事業<266,218千円> 
②議会用インターネット回線ファイアウォール構築  
 事業<1,743千円> 
②議会用無線環境構築事業<1,670千円> 
②小中学校ICT端末整備事業<135,635千円> 
②情報機器周辺整備事業<69,000千円> 
 

総額  約6億9千405万6千円 

令和2年9月30日現在 

＜68,827千円＞ 

＜150,963千円＞ 

＜474,266千円＞ 

うち、創生臨時交付金限度額（1次・2次）：350,026千円 

凡例 
① ：創生臨時交付金1次採択 
② ：創生臨時交付金2次申請（採択前） 

感染拡大防止 

①バス・タクシー感染拡大防止支援事業補助金<1,000千円> 
①赤十字病院医療機器整備費補助金<10,000千円> 
①庁舎用新型コロナウイルス感染拡大予防物資購入事業<1,034千円> 
①新型コロナウイルス感染拡大防止物資購入事業<14,000千円> 
②ヘルシーパーク網戸設置臨時工事<330千円> 
②新型コロナウイルス感染症対応保育環境整備事業<600千円> 
②学校給食衛生管理改善事業<750千円> 
②学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業<18,000千円> 
②避難所における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策物資購入事業<8,108千円> 
②本庁舎用検温装置購入事業<5,531千円> 
②スマートフォンアプリ決済導入事業<440千円> 
②クレジットカード決済導入事業<1,023千円> 
②就学時健康診断時感染予防対策事業<201千円> 
②仕切り板購入事業<459千円> 
②小中学校トイレ清掃事業<7,351千円> 

①中小企業経済変動対策資金利子補給事業<43,000千円> 
①新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金<28,000千円> 
①新型コロナウイルス感染症の影響により内定取り消しを受けた新卒者の任用<1,850千円> 
①新型コロナウイルス感染症拡大防止登園自粛要請協力金<940千円> 
②新型コロナウイルス感染症対策公共交通事業者支援事業<1,900千円> 
②中小小売店等事業継続支援事業<70,000千円> 
②学校給食食材キャンセル補償<2,015千円> 
②スポーツ団体活動特別支援補助事業<1,382千円> 
②修学旅行等キャンセル代支援事業<1,876千円> 



感染拡大防止（創生臨時交付金事業） 

No. 事業名 事業内容 担当課 
  

事業費 

  
  実施計画 

計上時期 創生臨時交付金
対象経費 

1 
新型コロナウイルス対策バス〃タクシー感染
拡大防止支援事業補助金 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図るため、車内の衛生的な
環境の確保に必用な物品の購入又は作業に要する費用に対する補助金を
交付する。 

みらい政策課 1,000  1,000  第1次 

2 赤十字病院医療機器整備費補助金 
新型コロナウイルス感染症の院内感染防止や患者受入れのため、必要な物
資購入に対しての補助金を交付する。 

健康推進課 10,000  10,000  第1次 

3 
庁舎用新型コロナウイルス感染拡大予防物
資購入事業 

来庁者や職員を飛沫〃接触感染から守ることにより安全安心な市民サービ
スを維持するため、消毒液等の感染拡大予防に係る物資を購入する。  

行政課 1,034  1,034  第1次 

4 
新型コロナウイルス感染拡大防止物資購入
事業 

今後も不足が予想されるマスクや消毒液、体温計等を確保するため、医療
機関等配布および備蓄用に感染拡大防止に係る物資を購入する。 

健康推進課 14,000  12,000  第1次 

5 ヘルシーパーク網戸設置臨時工事 
継続的な換気を実施することで、新型コロナウイルス感染症の予防対策を
行うため、網戸のない窓部分に網戸を設置する。 

健康推進課 330  330  第2次 

6 
新型コロナウイルス感染症対応保育環境整
備事業 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図るため、園内の衛生的な
環境を確保するために必要な補助金を交付する。 

保育課 600  600  第2次 

7 
学校臨時休業対策費補助金（学校給食衛生
管理改善事業） 

学校給食の再開にあたり、再開後の衛生管理強化のため、消毒機材等の更
新購入や衛生関係消耗品の購入に対して補助を行う。 

教育総務課 750  250  第2次 

8 
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〃学習保障等に係る支援
事業） 

新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、児童及び生徒の学習保障
をするため、学校教育活動の再開を支援する。 

教育総務課 18,000  9,000  第2次 

9 
避難所における新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策物資購入事業 

避難所における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、必要な物
資及び資機材を購入する。 

危機管理課 8,108  4,058  第2次 

10 本庁舎用検温装置購入事業 
市役所での新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市役所本庁舎入口
にモニター付自動検温装置を設置する。 

行政課 5,531  5,531  第2次 

11 スマートフォンアプリ決済導入事業 
窓口納付を減らし、3密を避けるため、スマートフォンアプリでの市税等の
支払い手段を導入する。 

税務課 440  440  第2次 

12 クレジットカード決済導入事業 
窓口納付を減らし、3密を避けるため、クレジットカードでの市税等の支払
い手段を導入する。 

税務課 1,023  1,023  第2次 

13 就学時健康診断時感染予防対策事業 
就学時健康診断時における感染防止策を講ずるため、消毒やグローブなど
の消耗品の購入など必要な対策を行う。 

学校教育課 201  201  第2次 

14 仕切り板購入事業 
来庁者や職員を飛沫〃接触感染から守ることにより安全〃安心な市民サービ
スを維持するため、窓口用仕切り板やシート設置に係る物資を購入する。 

行政課 459  459  第2次 

15 小中学校トイレ清掃事業 
学校再開に伴い新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、安全安心な学校
環境とするため、小中学校トイレ清掃を委託する。 

教育総務課 7,351  7,351  第2次 



雇用維持・事業継続（創生臨時交付金事業） 
 

No. 事業名 事業内容 担当課 
  

事業費 

  
  実施計画 

計上時期 創生臨時交付金
対象経費 

1 中小企業経済変動対策資金利子補給事業 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高が減少している中小企
業等を支援するため、静岡県が実施する静岡県中小企業経営安定資金融
資制度要綱に定める経済変動対策貸付のうち、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて売上高が減少した中小企業者で、セーフティネット4号保
証、セーフティネット5号保証もしくは危機関連保証の認定を受けて融資を
受けた場合の利子補給金を交付する。 

産業振興課 43,000  43,000  第1次 

2 
 
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図るため、市からの営業自
粛要請（4/27～5/6）に協力した飲食店〃宿泊事業者に対して協力金を支
給する。 

産業振興課 28,000  14,000  第1次 

3 
新型コロナウイルス感染症の影響により内
定取り消しを受けた新卒者の任用 

新型コロナウイルス感染症の影響により、内定取り消しを受けた新卒者の
就労を支援するため、パートタイム会計年度任用職員として任用する。 

人事課 1,850  1,850  第1次 

4 
新型コロナウイルス感染症拡大防止登園自
粛要請協力金 

新型コロナウイルスの感染拡大の防止を図るために要請した登園自粛
（4/27～5/17）に協力し継続運営する私立保育園等に対し、感染拡大防
止に係る運営経費の増額や副食費等の実費収入減少による経営負担を軽
減するため、協力金を支給する。 

保育課 940  940  第1次 

5 
新型コロナウイルス感染症対策公共交通事
業者支援事業 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛の影響を受けた市内を運
行する公共交通事業者の事業継続のため、支援金を支給する。 

みらい政策課 1,900  1,900  第2次 

6 中小小売店等事業継続支援事業 
新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ消費の活性化を図るため、
PayPayと連携した裾野市独自のポイント還元事業を実施する。 

産業振興課 70,000  70,000  第2次 

7 
学校臨時休業対策費補助金（学校給食食材
キャンセル補償） 

新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休校となった市内小中学校の給
食食材のキャンセルに伴い、すでに注文していた食材をキャンセルしたこ
とにより発生する経費等を食材納入業者に補償する。 

教育総務課 2,015  505  第2次 

8 スポーツ団体活動特別支援補助事業 
コロナ禍であってもスポーツ機会の提供を行うため、従来学校体育館を活
動拠点としてスポーツ活動を行っている団体学校開放事業免除及び減免
団体に対し、市民体育館使用料相当額を補助する。 

生涯学習課 1,382  1,382  第2次 

9 修学旅行等キャンセル代支援事業 
保護者負担軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症拡大により予定さ
れていた修学旅行等をキャンセルする際に発生するキャンセル代を支援す
る。 

教育総務課 1,876  1,876  第2次 



経済回復・強靭な経済構造構築（創生臨時交付金事業） 
 

No. 事業名 事業内容 担当課 
  

事業費 

  
  実施計画 

計上時期 
創生臨時交付金
対象経費 

1 
新型コロナウイルス対策プレミアム付商品
券販売事業 

地域経済の活性化や市民の生活支援のため、プレミアム付商品券を販売
する。 

産業振興課 266,218  266,218  第1次 

2 
議会用インターネット回線ファイアウォール
構築事業 

新型コロナウイルス感染症対策の一環で、議員は元より職員のオンライン
会議やテレワーク等を円滑に実施するため、インターネット環境を整備す
る（ファイアーウォール構築）。 

議会事務局 1,743  1,743  第2次 

3 議会用無線環境構築事業 
新型コロナウイルス感染症対策の一環で、議員は元より職員のオンライン
会議やテレワーク等を円滑に実施するため、インターネット環境を整備す
る（無線LAN構築）。 

議会事務局 1,670  1,670  第2次 

4 小中学校ICT端末整備事業 
GIGAスクール構想の実現に向け、小中学校の児童生徒にひとり1台の
ICT端末を整備する。 

教育総務課 135,635  135,635  第2次 

5 情報機器周辺整備事業 
GIGAスクール構想事業として、ICT教育授業を支援するため、児童生徒
の端末の充電をするための充電保管庫の整備、および各教室に大型掲示
板の整備を行う。 

教育総務課 69,000  69,000  第2次 


