
臨時交付金対象事
総事業費 21億1,767万3,426円
交付金交付額 17億7,622万1,000円
交付金充当額 17億7,622万1,000円

Ｎｏ 担当課 事業名 事業概要及び経費内訳等
交付金実施計
画上の総事業

費（円）

交付金充当額
（円）

事業開始
年月日

事業完了
年月日

所管課効果検証 備考

1
商工観光
課

感染症対策協力金交付事
業

【概要】中小企業・個人事業主に協力金を支払うことで、休業要
請への協力を支援しました。

【経費内訳等】500千円×824 事業者、250千円×20事業者

417,000,000 211,000,000 R2.5.8 R2.9.25
休業要請への協力を支援することにより、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止と、中小企業・個人事業主の事業
継続支援に寄与した。

2
商工観光
課

理美容組合感染症対策協
力金交付事業

【概要】中小企業・個人事業主（愛知県の協力金交付対象施設
非該当(理美容)事業者）に協力金を支払うことで、休業要請へ
の協力を支援しました。

【経費内訳等】100千円×208事業者

20,800,000 20,800,000 R2.5.1 R2.9.25
休業要請への協力を支援することにより、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止と、理容業・美容業者の事業継続
支援に寄与した。

3
保健セン
ター

感染症対策物品整備事業

【概要】保育園・小中学校等及び希望する市民に対し、次亜塩
素酸水を常備及び配布することで、学校等及び家庭等における
感染症を広げない取組を支援するとともに、感染症拡大防止対
策として、感染症対策物品を整備しました。

【経費内訳等】次亜塩素酸水生成機5台、その他次亜塩素酸水
溶液、配布に係る必要備品等の購入費等
令和２年度（5/27～3/31）配布実績：来所者数6,196人、配布量
6,029.3リットル

10,270,064 10,270,064 R2.5.13 R3.3.25

アルコール消毒液が市中に不足する状況において、次亜
塩素酸水を希望者に配布することで、感染予防のための
消毒を促進し、感染拡大防止の取組みにつなげることがで
きた。
感染症対策物品を所管施設に整備することで、施設内の
感染予防を図ることができた。

4
教育委員
会庶務課

家庭学習支援事業

【概要】臨時休校になっていた児童生徒に対する学習支援とし
て、小中学生等に図書カードを配付しました。

【経費内訳等】図書カード2千円×16,106枚　送付ラベル購入費

32,213,001 32,213,001 R2.5.13 R2.10.15
長期休業を強いられた児童生徒に対し、家庭学習の一環
として本に触れる機会を創出し、図書カードの利用による
地域経済の活性化にも寄与した。

5 保育課
保育所等給食費無償化事
業（民間分）

【概要】市内民間保育所等の給食費を8月から3月までの8か月
間無償化し、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て世
帯の経済的負担の軽減を図りました。

【経費内訳等】民間保育所等30園、市外民間保育所等通園市
内在住者56名に対する補助金

103,512,209 31,753,968 R2.8.1 R2.3.31
経済的な影響を受けていた子育て世帯の負担軽減に寄与
した。

6
商工観光
課

テナント入居事業者感染症
対策協力金交付事業

【概要】中小企業・個人事業主（本来休業要請対象施設ではな
い業種であるものの、複合商業施設への休業要請及び休業に
伴い休業を余儀なくされたテナント入居事業者）に協力金を支
払うことで、休業要請への協力を支援しました。

【経費内訳等】500千円×5事業者

2,500,000 1,250,000 R2.5.1 R2.7.28
休業要請への協力を支援することにより、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止と、複合商業施設のテナント入居
事業者の事業継続支援に寄与した。
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7
商工観光
課

感染症対策飲食店等支援
金交付事業

【概要】飲食店（愛知県の協力金交付対象施設非該当(休業要
請営業時間非該当）かつ市独自の感染症対策協力金交付事業
非該当飲食店事業者）に支援金を支払うことで、休業要請への
協力並びに感染拡大対策及び事業継続を支援しました。

【経費内訳等】100千円×75事業者

7,500,000 7,500,000 R2.6.12 R2.9.3
休業要請への協力を支援することにより、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止と、愛知県協力金交付対象施設非
該当飲食店の事業継続支援に寄与した。

8
教育委員
会庶務課

小学校ICT端末機器購入事
業

【概要】GIGAスクール構想推進やコロナによる臨時休校等に対
応するため、小学校26校の児童のタブレット端末を整備しまし
た。

【経費内訳等】タブレット端末3,872台、その他周辺機器・設定費
等

235,162,120 235,162,120 R2.6.10 R3.9.1

小学校児童用（ipad）・中学校生徒用（Windows）コンピュー
タの１人１台体制を実現することにより、全ての学校でICT
機器を活用した効果的な授業を行う教育環境を整えること
ができた。

※

9
教育委員
会庶務課

中学校ICT端末機器購入事
業

【概要】GIGAスクール構想推進やコロナによる臨時休校等に対
応するため、中学校10校の児童のタブレット端末を整備しまし
た。

【経費内訳等】タブレット端末1,870台、その他周辺機器・設定費
等

120,555,980 120,555,980

10 保育課
保育所等給食費無償化事
業（公立分）

【概要】市内保育所の給食費を8月から3月までの8か月間無償
化し、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て世帯の経
済的負担の軽減を図りました。

【経費内訳等】公立保育所等24園の給食費（主食・副食）相当額

64,290,800 61,944,915 R2.8.1 R3.3.31
経済的な影響を受けていた子育て世帯の負担軽減に寄与
した。

11
学校教育
課

準要保護児童就学援助費
（小学校）

【概要】小学校準要保護児童に対し、全国一斉の臨時休校の影
響で夏休みを短縮し授業を行った日の学校給食費用相当額
を、就学援助として支援しました。

【経費内訳等】小学校準要保護児童739人の７・８月分給食費相
当額

3,147,770 3,147,770 R2.7.1 R2.9.23
小・中学校準要保護児童・生徒世帯の家計の支援並びに
授業時間確保及び学びの保障に寄与した。

12
学校教育
課

準要保護生徒就学援助費
（中学校）

【概要】中学校準要保護生徒に対し、全国一斉の臨時休校の影
響で夏休みを短縮し授業を行った日の学校給食費用相当額
を、就学援助として支援しました。

【経費内訳】中学校準要保護児童505人の７・８月分給食費相当
額

2,244,990 2,244,990

13
商工観光
課

中小企業振興対策事業費
補助金

【概要】就職セミナーの開催が困難な状況を受け、商工会議所
が中小企業向けに設立した就活支援サイトの構築・運営費用に
対して支援しました。

【経費内訳等】豊川商工会議所に対する就活支援サイトの開設
費補助一式

1,366,000 1,366,000 R2.6.10 R3.3.31

就職説明会等が開催できず、求人活動ができない企業の
就職マッチングを支援する就活サイト「とよかワーク」の運
営事業に対し補助を実施し、市内50社以上の企業情報が
掲載され、就職・雇用支援に寄与した。

14

15
商工観光
課

利子補給補助

【概要】愛知県融資制度を利用した中小企業者に対し、信用保
証料の全部または一部、利子相当額の全部または一部を助成
しました。

【経費内訳等】136社

12,088,400 7,501,100 R2.6.10 R3.3.15
中小企業者の資金繰り及び事業継続支援に寄与した。
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16 資産税課
都市計画税の軽減措置（賦
課計算分）

【概要】令和２年度の都市計画税に限り、都市計画税の税率を
0.3パーセントから0.2パーセントに軽減しました。

【経費内訳等】システム改修委託費（9,817,500円）、通知書印
刷・入力業務委託費一式（4,434,184円）

14,251,684 14,251,684 R2.6.17 R3.3.31
都市計画税約7億6千万円の減税を行い、市民生活の支援
に寄与した。

17 収納課
都市計画税の軽減措置（還
付分）

【概要】令和２年度の都市計画税に限り、都市計画税の税率を
0.3パーセントから0.2パーセントに軽減しました。

【経費内訳等】還付額振込手数料（110円×32,975件）、還付請
求書作成委託費一式（1,685,484円）

5,312,734 5,312,734

18 農務課
農業等継続支援事業費補
助金

【概要】農業、漁業用の償却資産に係る固定資産税相当額を補
助しました。

【経費内訳等】農・漁業関係法人32団体、個人251名への補助
額

36,757,600 36,757,600 R2.6.17 R3.1.28
農・漁業関係者の業務継続支援を図り、特に業務需要が
落ち込んでいた大規模農業経営体の支援額が手厚くなり、
営農意欲の向上に寄与した。

19 保育課
職員応援金（民間保育所
等）

【概要】愛知県が行う児童福祉施設への応援金（民間保育所等
職員応援金）支給事業へ、市独自分として上乗せ支給しまし
た。

【経費内訳等】100千円×30施設（民間保育所24園、認定子ども
園2園、小規模保育事業所4園）

3,000,000 3,000,000 R2.7.15 R2.9.4
緊急事態宣言下において、事業の継続要請に協力した保
育所等の事業活動支援に寄与した。

20 保育課 職員応援金（私立幼稚園）

【概要】愛知県が行う児童福祉施設への応援金（私立幼稚園教
職員応援金）支給事業へ、市独自分として上乗せ支給しまし
た。

【経費内訳等】100千円×5施設（私立幼稚園5園）

500,000 500,000 R2.7.15 R2.9.4
緊急事態宣言下において、事業の継続要請に協力した幼
稚園等の事業活動支援に寄与した。

21
子育て支
援課

職員応援金（民間児童福祉
施設）

【概要】愛知県が行う児童福祉施設への応援金（児童クラブ等
への応援金）支給事業へ、市独自分として上乗せ支給しまし
た。

【経費内訳等】100千円×11施設（民間児童クラブ9園施設、児
童養護施設1園施設、母子生活支援施設1園施設）

1,100,000 1,100,000 R2.7.15 R2.9.15
緊急事態宣言下において、事業の継続要請に協力した施
設等の事業活動支援に寄与した。

22 行政課
とよかわ元気応援券発行事
業（発行事務分）

【概要】市内の店舗等で利用できる「とよかわ元気応援券」を、
市民1 人につき3千円分配布しました。

【経費内訳等】応援券作成・印刷費（5,862,450円）、郵送料
（33,335,297円）

39,197,747 39,197,747 R2.7.15 R3.2.26
市内商店等で539,435千円分の応援券が使われ、市民生
活の支援及び市内経済の活性に寄与した。

23
商工観光
課

とよかわ元気応援券発行事
業（商品券及び運営費分）

【概要】市内の店舗等で利用できる「とよかわ元気応援券」を、
市民1 人につき3千円分配布しました。

【経費内訳等】応援券1,000円×539,435枚分、実施委託・コール
センター設置費等一式（16,685,652円）

556,120,652 542,120,652 R2.7.15 R3.3.8
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24
学校教育
課

スクール・サポート・スタッフ
配置事業（小学校）

【概要】国の「学校における新柄コロナウイルス感染症に関する
衛生管理マニュアル」を受け、校内の消毒作業などを行う補助
スタッフ（会計年度任用職員）を配置しました。

【経費内訳等】小学校26校・43名の人件費

10,019,298 3,484,298 R2.7.15 R3.3.31

教員の消毒作業の負担軽減を図ることにより、教員は全国
一斉の臨時休校の影響による学習補完及び通常の教育課
程実施に注力することができ、児童・生徒のコロナ下にお
ける感染症予防と学びの保障を図ることができた。

25
学校教育
課

スクール・サポート・スタッフ
配置事業（中学校）

【概要】国の「学校における新柄コロナウイルス感染症に関する
衛生管理マニュアル」を受け、校内の消毒作業などを行う補助
スタッフ（会計年度任用職員）を配置しました。

【経費内訳等】中学校10校・16名の人件費

3,587,245 1,339,245

26 市民税課
確定申告会場における三密
対策等事業（市民税課）

【概要】申告会場における三密状態の解消と来場者の待ち時間
削減を行うため、申告相談を予約制とするとともに、会場の感染
症対策を実施しました。

【経費内訳等】予約コールセンター委託費一式（10,941,700円）、
その他消耗品費等

11,170,181 11,170,181 R2.9.24 R3.3.17
申告会場でのアンケート調査の結果、「来年度も予約制を
希望する」が87.9％あり、市民から好評を得、三密状態の
解消を図ることができた。

27

28
防災対策
課

避難所への新型コロナウイ
ルス感染症対策物資配備

【概要】避難所に新型コロナウイルス対策に必要となる資機材を
整備しました。

【経費内訳等】避難所95か所・本部における、サージカルマス
ク、消毒液、非接触式体温計、蓋付きごみ箱感染予防着等購入
費一式

3,278,018 1,639,018 R2.9.24 R3.2.18
各避難所及び本部に感染症対策物資を配備することによ
り、市民の安心につなげることができた。

29
中央図書
館

図書館分館への書籍消毒
器配備

【概要】図書館分館（一宮、音羽、御津、小坂井）に、書籍消毒
器を配備しました。

【経費内訳等】239,800円／機×4台

959,200 959,200 R2.9.24 R2.12.16
各分館でほぼ毎日利用があり、利用者や職員の感染防止
対策を図ることができた。

30
教育委員
会庶務課

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
支援事業に限る)

【概要】学校再開に伴う感染症対策・学習保障等、学校現場へ
の支援を行うため、新型コロナウイルス感染症対策物品を配備
しました。

【経費内訳等】市内小学校26校、中学校10校における、消毒
液、非接触型体温計、スポットエアコン、加湿空気清浄機、サー
モグラフィカメラ等の購入費一式

56,855,347 28,605,347 R2.4.15 R3.3.9
市内各小中学校に非接触型体温計、スポットエアコン、加
湿空気清浄機、消毒用アルコールなどを設置し、児童生徒
の体調管理の徹底並びに感染症対策を図ることができた。

31
教育委員
会庶務課

小学校ICT端末機器購入事
業(教育支援ソフト)

【概要】小学生用タブレット端末の１人1台整備に係り、教育支援
ソフトを配備しました。

【経費内訳等】小学校26校の端末における、ドリル学習ソフト
ウェア等教育支援ソフト購入費一式

175,579,276 175,579,276 R3.3.9 R3.8.31
児童・生徒用コンピュータの１人１台体制の実現に併せ、授
業支援ソフト及びドリル学習ソフトを整備し、より高度なICT
教育環境を整えることができた。

※

32
教育委員
会庶務課

中学校ICT端末機器購入事
業(教育支援ソフト)

【概要】中学生用タブレット端末の１人1台整備に係り、教育支援
ソフトを配備しました。

【経費内訳等】中学校10校の端末における、ドリル学習ソフト
ウェア等教育支援ソフト購入費一式

73,013,904 73,013,904
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33
教育委員
会庶務課

公立学校情報機器整備費
補助金

【概要】学校からの遠隔学習・行事開催等に必要な機器を配備
しました。

【経費内訳等】カメラ内蔵USBスピーカーフォン33,000円×36台
（小学校26校・中学校10校）

1,188,000 594,000 R3.1.28 R3.3.3
カメラ内臓スピーカーを整備し、行事等を従来の集会方式
から本機器を活用した教室への配信方式に移行すること
で、感染症対策を徹底した行事運営を行うことができた。

34
教育委員
会庶務課

公立学校情報機器整備費
補助金

【概要】学校におけるタブレット配備・遠隔学習環境整備に係
る、初期対応（マニュアル整備やLAN環境整備等）を行いまし
た。

【経費内訳等】LAN配線機器等設置・購入費、教師・児童生徒用
マニュアル作成委託・印刷費等一式

4,491,784 2,246,784 R2.12.1 R3.3.25
児童生徒用及び教員用マニュアルの作成、教員のための
操作研修により、ICT機器の実践的活用につなげることが
できた。

35
中央図書
館

電子図書館パワーアップ事
業

【概要】非来館型サービスである、電子図書館の蔵書を充実し
ました。

【経費内訳等】電子書籍ライセンス購入費一式（3,794ライセンス
分）

19,999,912 19,999,912 R3.2.18 R3.3.19

電子書籍利用回数（貸出＋閲覧）は令和元年度12,753回、
令和2年度19,549回、令和3年度24,252回と増加しており、
非来館型サービスの充実により、図書館サービスの充実と
感染リスクの低減を図ることができた。

36
財産管理
課

庁舎感染症対策事業

【概要】市役所庁舎における感染症拡大防止対策として、飛沫
防止カウンターパネルの設置やトイレ洋式化工事等を行いまし
た。

【経費内訳等】トイレ洋式化等工事２か所（1,388,200円）、仕切り
パネル・消毒用ポンプスタンド等購入費一式

5,064,290 5,064,290 R2.5.8 R3.3.19
トイレの洋式化や窓口に飛沫防止パネル等を設置すること
により、感染リスクの低減を図ることができた。

37
情報システ
ム課

庁内リモートワーク等推進
事業

【概要】市役所業務におけるテレワーク、ビデオ会議対応等のた
め、必要環境の整備・必要機器等の配備を行いました。

【経費内訳等】リモート接続用PC購入費（70台5,698,000円）、
サーバ環境構築・リモート接続環境整備委託（7,851,800円）、顔
認証システム改修委託（13,233,000円）、仮想基盤システム機器
購入（4,862,000円）、ライセンス料等一式（2,935,085円）

34,579,885 34,579,885 R3.1.14 R3.3.31

クラスター発生防止及び業務継続性確保のため、自宅で
のテレワークで庁内システムやファイルサーバ等を利用す
るためのサーバ環境を構築するとともに、庁舎内での分散
勤務が行えるように、庁内無線通信環境を整備することが
できた。
貸出用のテレワーク用端末の購入により、職員がテレワー
クを行える環境を整備し、自宅での業務継続性を確保する
ことができた。

38
市民協働
国際課

地区市民館ネット・リモート
環境整備事業

【概要】地区市民館（9館）において、web会議等に対応するた
め、インターネット環境を整備しました。

【経費内訳】PC購入費（９台1,476,233円）、ネット配管修繕費
（1,361,250円）

2,837,483 2,837,483 R3.1.8 R3.3.26

インターネット環境の整備された地区市民館では、コミュニ
ティ合同会議をWeｂ会議で実施したことで、会場の三密を
回避することできた。また、コミュニティ推進事業費補助金
実績報告書を電子データで提出する環境が整備されたこと
で、窓口の混雑緩和につなげることができた。

39
市民協働
国際課

こぎつね教室オンライン授業
環境整備事業

【概要】こぎつね教室（外国籍の子どものための日本語教室）に
おける、オンライン授業環境を整備しました。

【経費内訳等】LAN配線費（74,800円）、PC購入費（805,035円）

879,835 879,835 R3.1.8 R3.2.26

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で通室できない子ど
もに対し、オンライン授業により継続した学習機会を提供す
ることができた。また、整備前は行うことができていなかっ
た、卒室した中学生を対象としたオンライン授業を実施する
ことで、子どもたちの学びを止めることなく、継続してきめ細
やかな指導を行うことができた。
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40 スポーツ課
指定管理者維持管理費支
援事業

【概要】指定管理施設において、臨時休館や時短営業を行い利
用料金等の収入が大幅に減少したことや、感染拡大防止対策
に要する経費等のための費用が増加したことを受け、年度協定
に定める内訳を見直し指定管理料を増額しました。

【経費内訳等】 総合体育館始め１６体育施設  12,459,580円
　　　　　　 　　　御津体育館始め８体育施設     12,818,437円

25,278,017 25,278,017 R3.3.31 R3.3.31

指定管理料の内訳を見直し、増額したことにより指定管理
者の経営の安定化に寄与するとともに、感染拡大防止対
策を実施したことで、安心して利用することのできる施設運
営を維持することができた。

2,117,673,426 1,776,221,000
※課名は令和２年当時
※備考欄の「※」は、令和３年度への繰越事業

合計


