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事業期間

1 経済対策支援制度利
用支援事業

国の雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼し
て行った場合に、その申請に要した費用の一部を支援する
「那珂市雇用調整助成金等申請支援金」を交付する。
また、国の持続化給付金等の申請を行政書士等に依頼し
て行った場合に、その申請に要した費用の一部を支援する
「那珂市持続化給付金等申請支援金」を交付する。

R3.4～R4.2 150 - - 商工観光課

2
感染症対策等支援金
事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の
両立を図るため、市内の事業者が取り組む「新しい生活様
式」に対応した感染予防の設備導入等に対して、「那珂市
新型コロナウイルス感染症対策等支援金」を交付する。

R3.4～R4.1 10,233 10,000 

市内事業者（217事業者）に対して感染
症拡大対策や新しい生活様式に対応で
きるような支援を行うことで感染症対策を
さらに推進することができた。

商工観光課

3
小規模事業者持続化
支援金事業

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、市内
の小規模事業者が国の持続化補助金を活用し、経営計画
に基づき行う販路開拓等の取り組みに対して、「那珂市小
規模事業者持続化支援金」を交付する。

R3.4～R4.1 2,231 2,000 
市内事業者（14事業者）国の持続化補助
金に上乗せして支援することで、販路開
拓等の取り組み促進につながった。

商工観光課

4
那珂市プレミアム商品
券発行事業

新型コロナウイルス感染症対策による外出自粛などによ
り、落ち込んだ経済活動を回復させるために、プレミアム付
き商品券を発行し、那珂市内においての市民の消費を喚
起し、市内経済の活性化を図る。

R3.4～R4.2 120,351 120,000 
商品券の販売率100％、換金率が99.6％
と多くの市民に利用していただき、市内
経済の活性化を図ることができた。

政策企画課

5 公共施設の安全・安
心確保事業

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 図書除菌機 、
オゾン発生器、 換気向上を目的とした空調設備等の設置、
市内駅前のトイレ洗面台の自動水栓化、消防署庁舎の感
染防止対策 、窓口 キャッシュレス決済導入等により、公共
施設における感染機会の削減を図り、利用者等が安心で
きる空間を確保
する 。

R3.6～R4.3 57,162 56,500 
公共施設において、感染症対策のため
の備品等を配置し、市民が安心して施設
を利用できる環境を整えることができた。

管財課
市民協働課
都市計画課
生涯学習課
消防本部

6
消防資機材等整備事
業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、救急資機
材、警防資機材等を確保しておくことで、緊急時に迅速に
対応できるよう体制を整える。

R3.6～R3.9 5,803 4,441 
救急資機材、警防資機材等を確保する
ことで、感染症に対応した体制を整える
ことができた。

消防本部

8
学校保健特別対策事
業費補助金

学校再開にあたり必要となる学習環境の整備に係る経費
に充当し、学習機会の確保を図る。

R3.4～R4.3 14,723 - - 学校教育課

9
交通事業者等支援事
業

新型コロナウイルス感染症拡大・移動自粛等により、タク
シー・バスの利用者が激減する中、市民の移動手段を維
持・確保するため運航を継続したタクシー事業者や路線バ
ス・貸切バス事業者の事業継続を支援する。

R3.4～R4.1 810 - 都市計画課

10
確定申告受付相談体
制整備事業

感染症拡大の影響により、職員の業務量が増加したことに
伴い、市職員だけでは申告業務に従事する人員を十分に
確保することが難しいため、外部委託により人員を確保す
るとともに、感染症拡大防止対策を施した申告受付体制を
整備する。

R3.11～R3.3 7,263 - - 税務課

11
ドライブスルー・ウォー
クインPCR検査等導
入事業

新型コロナウイルス感染症の早期発見、感染拡大防止、市
民の不安解消を図るため、抗原検査キットの購入及び行政
検査の対象とならなかった接触者や家族、無症状者に対し
てPCR検査費用の一部を負担する。

R3.8～R4.3 4,259 - - 健康推進課

12
就学奨励特別支援金
事業

就学奨励金を支給している低所得者世帯に対して、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を考慮し、経済的支援として、
就学奨励特別支援金を給付する。

R3.4～R3.12 9,300 9,200 

就学奨励金を支給している世帯（児童
310名）に対して、追加で支援金を給付す
ることで、経済的な負担の軽減に寄与し
た。

学校教育課

13
学校支援学生ボラン
ティア配置事業

市内の幼稚園、小学校及び中学校において、新型コロナウ
イルス感染症の影響により発生している業務の一部を連携
協定締結先の大学等の学生に依頼することで、教職員等
の業務負担を減らし、授業や指導に専念できる環境を整備
するとともに、アルバイト収入が減少した学生を支援する。

R3.9～R3.3 985 - - 学校教育課

14
学校の臨時休業に伴
う学習等への支援事
業

緊急事態宣言中にオンライン学習を実施するにあたり、通
信環境が整っていない等の理由により、学校で預かる児童
について見守り業務を行う。
修学旅行の延期及び中止に伴うキャンセル料を市におい
て負担し、保護者の負担を軽減する。
学校給食が９月に休止したことにより当初発注を予定して
いた米飯、パン、めんに係る委託加工賃について、学校給
食維持の観点から事業者に対して負担金を支給する。

R2.9～R4.3 17,737 - - 学校教育課

15
防災資機材・防災倉
庫整備事業

大規模な災害発生時において、感染症拡大防止ができる
ように、パーテーションや室内換気用送風機等の資機材、
感染予防ガウン等の消耗品等を備え、避難所の衛生環境
や快適な避難生活を整えるとともに、感染症対策等資機材
の格納場所を確保するため、防災倉庫を設置する。

R3.9～R4.2 24,532 24,500 

災害時においても感染症等の不安なく快
適に過ごすことのできるよう、パーテー
ション等の備品を配置した。また、感染
症対策等資機材を格納するための防災
倉庫を整備した。

防災課

16
営業時間短縮協力者
等支援金事業

茨城県の「営業時間短縮要請協力金」を受給した事業者、
若しくは、前年又は前々年同月比で３０％以上売り上げが
減少し、営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引
がある事業者及び主に対面で個人向けに商品やサービス
を提供する事業者に対して、「那珂市営業時間短縮協力事
業者等支援金」を交付する。

R3.9～R4.3 52,300 34,438 

新型コロナウイルス感染症の影響により
急激に経営が悪化し事業者（第１回209
事業者　第２回183事業者）に対して支援
を行うことで、廃業の抑制と経営の維持
を図ることができた。

政策企画課

17
保育園のICT化推進
事業

市内保育園の周辺業務及び補助業務について、ICTを活
用したシステムを導入することで、保育士の業務負担軽減
及び児童の安心の確保を図る。

R3.9～R4.3 1,077 - - 子ども課

19 成人式開催事業
成人式を開催するにあたり、参列者（新成人、主催・来賓、
係員）に対して抗原検査キットを配布し、参列者の安心の
確保を図る。

R3.12～R4.1 1,704 1,700 
抗原検査キット（490セット）を配布するこ
とで参列者が安心して成人式に参列す
ることができた。

生涯学習課

20
子育て臨時応援給付
金事業

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として国が行
う子育て世帯への臨時特別給付金の対象外となる児童を
養育している世帯に対して、世帯間の差をなくすため市が
独自で給付金を支給する。

R3.12～R4.6 38,222 30,030 

国が行った子育て世帯（児童377名）へ
の臨時特別給付金の対象外となる児童
のいる世帯への給付金支給することで、
世帯間の格差を是正した。

子ども課

21
自宅療養者生活支援
事業

新型コロナウイルス感染症と診断された自宅療養者のう
ち、近隣にその者の生活を支援することができない者に対
し、市が日常生活を営むために必要な食料品等を支援す
ることで自宅療養者の生活の安定を図るとともに、外出機
会を減らし新型コロナウイルス感染症のまん延防止に努め
る。

R4.1～R4.3 809 - - 健康推進課

22
子ども・子育て支援交
付金

市内保育園や学童について、新型コロナウイルス感染症に
対応した体制を整えるためにかかり増しとなる人件費及び
感染予防に必要となる物品等の整備を行う。

R3.4～R4.3 7,940 - - 子ども課

23
疾病予防対策事業等
補助金

予防接種法に基づく定期接種（ロタウイルスワクチン）に係
るマイナンバー情報連携体制整備するにあたり、導入して
いるシステムの改修を行い、事業の効率化を図る。

R3.5～R3.8 308 - - 健康推進課

24
保育対策総合支援事
業費補助金

新型コロナウイルス感染症に対応した保育園ために消耗
品等を購入し、園児及び保護者の感染リスクを軽減する。

R3.4～R4.3 5,280 - - 子ども課

25
保育対策総合支援事
業費補助金

新型コロナウイルス感染症に対応した保育園ために消耗
品等を購入し、園児及び保護者の感染リスクを軽減する。

R3.9～R4.3 1,000 - - 子ども課

26
保育対策総合支援事
業費補助金

市内保育園の周辺業務及び補助業務について、ICTを活
用したシステムを導入することで、保育士の業務負担軽減
及び児童の安心の確保を図る。

R3.9～R4.3 1,008 - - 子ども課

27
母子保健衛生費補助
金

これまで集団で行っていた幼児の歯科検診について、新型
コロナウイルス感染症のリスクを軽減するため、医療機関
における個別検診に切り替えて実施する。

R2.4～R3.3 1,381 - - 健康推進課

28
学校保健特別対策事
業費補助金

学校再開にあたり必要となる学習環境の整備に係る経費
に充当し、学習機会の確保を図る。

R2.7～R3.3 4,218 - - 学校教育課

29
疾病予防対策事業費
等補助金

健康診査等の実施機関から提出される健康診査等の結果
について、「健診指針」に基づき定める標準的な電磁的記
録の形式により受け取ることのできるよう、システムを整備
する。

R3.2～R4.3 700 - - 健康推進課

30
疾病予防対策事業費
等補助金

健（検）診情報について、マイナンバー制度を活用し、マイ
ナポータルでの閲覧や市町村間での情報連携を開始する
ため、自治体中間サーバ情報を登録するにあたり必要なシ
ステムを整備する。

R3.2～R4.3 1,300 - - 健康推進課

31
営業時間短縮協力者
等支援金事業

No.16と同様の事業のため、上記参照。 R2.4～R3.3 30,000 30,000 - 商工観光課

422,786       322,809       合計額

担当課
総事業費
（千円）

新型コロナウイルス感染症対策事業及び地方創生臨時交付金の活用状況について

計画書
Ｎｏ

実施内容事業名
成果及び評価

（交付金活用事業のみ）
うち交付金
（千円）


