
1
特別定額給付金上乗せ給付
事業

全町民に特例定額給付金に給付金を上乗せして給付す
る

73,180,000 72,831,018 
全町民に特例定額給付金に町独自に10,000円給付金
を上乗せして支給した
7,318人×10,000円

コロナ禍での経済的負担を軽
減した

総務課

2 マスク配布事業 町民の感染防止のため全世帯にマスクの配布を行う 6,776,000 6,776,000 
全世帯にマスクを配布した
3,200箱

マスク不足の中感染症対策の
一助となった

総務課

3 フェイスシールド購入事業
コロナ感染症対策でフェイスシールドを町内医療機関に配
布する

1,672,000 1,672,000 
フェイスシールドを購入し町内医療機関に配布した
8,000個

感染症対策を講じながらの医
療活動の一助となった

総務課

4 事業者支援金給付事業 滋賀県の休業要請等に協力した中小企業等を支援する 2,900,000 2,900,000 
滋賀県の休業要請等に協力した中小企業等を支援した
29件×100,000円

町内事業者への経済的支援
が図れた

産業振興課

5
遠隔地学生生活支援金給付
事業

町外にて学生生活を送る大学生を支援するため支援金の
給付を行う

60,000 50,000 
町外にて学生生活を送る大学生を支援するため支援金
の給付をした

町外大学生の経済的支援が
図れた

教育委員会

10 障害者支援事業 コロナ禍の影響等を踏まえ障害者へ支援を行う 6,660,000 6,660,000 
新型コロナウイルスの影響等受けた障害者へ支援した
333名×20,000円

障害者への経済的支援が図
れた

保健福祉課

11 妊婦支援事業 コロナ禍の影響等を踏まえ妊婦へ支援を行う 3,000,000 2,000,000 
コロナ禍で影響等を踏まえ妊婦へ感染予防物資の購入
の支援を行った
62名×50,000円

コロナ禍での妊娠出産への支
援が図れた

医療保険課

12
大学生就学継続給付金給付
事業

コロナ禍の影響等を踏まえ大学生へ支援を行う 6,950,000 5,000,000 
コロナ禍の影響等を踏まえ大学生へ支援を行った
139名×50,000円

大学生への経済的支援が図
れた

教育委員会

15
新しい生活支援・地域経済対
策給付金

新しい生活支援および地域経済対策として全町民に給付
金を支払う

73,140,000 73,140,000 

国の特別定額給付金の支給に上乗せして町独自に町
民1人につき10,000円の特別定額給付金の支給を行っ
た
7,314名×10,000円

町民に経済的支援および地
域経済対策が図れた

総務課

17 避難所コロナ感染対策事業
避難所の感染防止対策として、災害備蓄用畳および間仕
切り等を購入する

5,687,000 5,687,000 
災害備蓄マット・間仕切り・収納バック
各120個　段ボールベッド　100個　購入した

災害時の感染症対策が図れ
た

総務課

19 福祉事業所等支援事業 コロナ禍で影響を受ける福祉事業所等へ支援を行う 5,450,000 5,450,000 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた町内の
福祉事業所等を運営する法人、個人に支援金を交付し
た
12 事業所

福祉事業所の事業支援が図
れた

保健福祉課
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20 水道料減免事業
コロナ禍で困窮する家計へ支援を目的に水道料金を減免
する

15,330,000 15,303,000 

水道料基本料の減免を行ったそれに伴うシステム改修
を実施した
5月～8月分　14,813,000円
システム改修費　517,000円

町民に経済的支援が図れた 上下水道課

21
県新しい生活・産業様式確立
支援上乗せ支援事業

滋賀県における新しい生活・産業様式確立支援事業に対
し更なる上乗せ支援を行う

4,720,482 4,720,482 

県が実施する「新しい生活・産業様式確立支援事業」の
限度額を超えた金額に対して5万円を限度に助成金を
交付した
100件交付

町内業者の感染症対策の充
実が図れた

産業振興課

29
中小企業感染症対策臨時支
援金

前年同月比で売上が20％以上減少した月が存在し、国の
持続化給付金の給付を受けていない事業者を支援する

600,000 600,000 

前年同月比で売上が20％以上減少した月が存在し、国
の持続化給付金の給付を受けていない事業者を支援し
た
6件×100,000円

町内事業者の経営支援が図
れた

産業振興課

32
指定避難所備蓄倉庫整備事
業

コロナ禍において災害が発生した場合、より迅速に対策を
講ずるべきであることから、避難所に備蓄倉庫を整備する

5,112,800 5,112,000 

コロナ禍において災害が発生した場合、より迅速に対策
を講ずるべきであることから、避難所に備蓄倉庫を整備
した
場所　豊郷小学校

コロナ禍での災害発生におけ
る感染症対策物品など保管で
きるようになった

総務課

33 子ども・子育て支援交付金
新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所およ
び新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所
人材確保を行う

1,848,654 465,000 
新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所に
伴う人件費に充当した

コロナ禍での安定的な放課後
児童クラブの運営につながる
ことにより子育て支援を図れ
た

教育委員会

34
学校保健特別対策事業費補
助金

学校における感染症対策物品を購入する 332,310 119,000 

集団感染のリスクを避け、児童及び生徒・教職員が安
心して学ぶことができる体制の整備促進を目的としフェ
イスシールドを購入し配布した
1,590枚

感染症対策を講じながら、児
童生徒の安心して学ぶ環境を
整備した

教育委員会

35
公立学校情報機器整備費補
助金

臨時休業等の緊急時に学校と児童生徒がやりとりを円滑
に行うため学校側が使用するカメラやマイクなどの通信装
置等の整備する

151,800 53,000 
臨時休業等オンライン学習をするため学校側が使用す
るビデオカメラを購入した
3台

オンライン学習の準備が図れ
学習環境の充実につながった

教育委員会

36
学校保健特別対策事業費補
助金

各学校が段階的な学校再開に際して、感染症対策を徹底
しながら、児童生徒の学習保障をするための購入経費

6,082,209 3,000,000 
各学校が段階的な学校再開に際して、感染症対策を徹
底しながら、児童生徒の学習保障をするための消耗品・
備品を購入した

感染症対策を講じながら、児
童生徒の安心して学ぶ環境を
整備した

教育委員会

37 学校臨時休業対策費補助金
学校の設置者が学校の臨時休業に伴う学校給食休止に
係る学校給食材料費の給食納入事業者へキャンセル料

350,835 77,000 

学校の設置者が学校の臨時休業に伴う学校給食休止
に係る学校給食材料費の給食納入事業者へを食材費
を支払った
豊郷小174,852円、日栄小175,983円

学校給食再開後の安定的な
給食運営の一助となった

教育委員会

38
公立学校情報機器整備費補
助金

コロナ禍において円滑にGIGAスクール事業を遂行するた
めサポーター配置する補助事業

58,000 29,000 
コロナ禍において円滑にGIGAスクール事業を遂行する
ためサポーター配置した
1名配置

オンライン学習等の準備が図
れ学習環境の充実につながっ
た

教育委員会

39
障害者総合支援事業費補助
金

新型コロナウイルス感染拡大に伴う日中一時支援事業の
障害者サービスの受け入れ体制強化にかかる補助事業

235,900 60,900 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う日中一時支援事業
の障害者サービスの受け入れ体制強化にかかる補助
事業
対象事業　4事業所

コロナ禍での障害者等の受け
入れ体制充実が図れた

保健福祉課

40
障害者総合支援事業費補助
金

新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域生活視線セン
ターの受け入れ態勢強化にかかる補助事業

41,600 11,600 
新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域生活視線セン
ターの受け入れ態勢強化にかかる補助事業
対象事業　2事業所

コロナ禍での障害者等の受け
入れ体制充実が図れた

保健福祉課


