
新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金効果検証【令和３年度実施計画分（第4回提出分まで）】

交付対象経費（円）

1 単
コミュニティバスの運

行を管理する

コミュニティバス「かっぱ号」における公共的空

間の安全・安心を確保するため、かっぱ号用の消

毒用アルコールを購入する。

R3.4.1 R4.1.31 257,400 257,400

市コミュニティバスの利用者用手指消毒薬20本

（5ℓサイズ）を18本購入し、バス車内に設置

した。

手指消毒薬をバス車内に設置することにより、

車内の衛生環境を向上させ、利用者の安心感を

高めることができた。

政策企画

課

2 単
市庁舎安全・安心確保

事業

感染症対策として、市庁舎窓口等における消毒を

行うための消毒液を確保する。
R3.4.1 R4.3.31 1,208,426 1,208,426

窓口への手指消毒液の設置および庁舎内共用部

分（ドアノブ、トイレ洗面台、エレベータ操作

盤等）の環境消毒を徹底

〇手指消毒液（5ℓ）　  　56本

〇環境用消毒液（18ℓ）　28本

庁舎内の感染防止対策を徹底することで、来庁

者の安全安心の確保を図った。

管財課

3 補 保育対策事業費補助金

保育所等において、感染症対策を徹底しつつ、事

業を継続的に提供していくために、保育所等が購

入する消毒液などの経費を補助する

R3.4.1 R4.3.31 9,916,431 4,960,431

感染症拡大防止対策として、各保育施設におけ

る必要な物品（アルコールやキッチンペーパー

等）の購入費を補助した。

公立4園、私立11園、小規模3園、認定こども園

2園、認可外保育施設7園

感染症拡大防止に必要な物品購入を補助するこ

とで、施設の負担を軽減するとともに、利用者

に対し、安心して施設を継続利用できることに

つながった。
保育課

4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

5 単 牛久市商工会助成事業

新型コロナウイルス感染症の影響で経営がひっ迫

している事業者への支援として、牛久市商工会が

企画するクーポン券付き店舗紹介チラシ「うしく

グルグル大作戦」の発行を助成する。

R3.4.1 R4.3.31 3,911,200 3,911,200

市内の消費喚起を目的として、従来スタンプラ

リーイベントであった「うしくグルグル大作

戦」をクーポン券を付与して全戸配布。印刷費

とクーポン券利用分を補助

クーポン付与により、消費者が訪れたことのな

い掲載店に足を運ぶ契機となった。掲載店に

とっては新規顧客獲得につながった。
商工観光

課

6 単
ハートフルクーポン券

事業者負担分助成事業

新型コロナウイルス感染症の影響で経営がひっ迫

している事業者への支援として、牛久市商工会が

発行する前期・後期のハートフルクーポン券計5

億円のプレミアム分（10％）を助成する。

R3.4.1 R4.3.31 55,969,568 55,969,568

20年間継続して発行されてきた地域商品券であ

るハートフルクーポン券は、従来事業者の負担

も発生するシステムとなっている。この事業者

負担分も市が負担することとし、コロナ禍の影

響を受ける事業者支援の一助とした。

販売額：前期2億円+後期3億円

事業者負担分をゼロにした効果なのか、参加店

舗数が増加し、ハートフルクーポン券の購入者

にとっては利用の選択肢が増えて、購入意欲の

喚起となったのではないかと思われる。
商工観光

課

7 単 児童の保健管理をする
小学校における感染拡大防止を図るため、消毒用

消耗品を購入する。
R3.4.1 R4.3.31 2,301,984 2,301,984

消毒用・除菌用アルコール、ペーパータオル、

ビニール手袋等消毒用消耗品、非接触型体温

計、パーテーション等感染症対策物品の購入

2,301,984円

消毒液の設置によるこまめな手指消毒、児童が

手を触れる箇所の消毒、児童の検温、パーテー

ションによる飛沫防止など感染予防に取り組ん

だ。

学校教育

課

8 単 生徒の保健管理をする
中学校における感染拡大防止を図るため、消毒用

消耗品を購入する。
R3.4.1 R4.3.31 1,002,994 1,002,994

消毒用・除菌用アルコール、ペーパータオル、

ビニール手袋等消毒用消耗品、非接触型体温

計、パーテーション等感染症対策物品の購入

1,002,994円

消毒液の設置によるこまめな手指消毒、生徒が

手を触れる箇所の消毒、生徒の検温、パーテー

ションによる飛沫防止など感染予防に取り組ん

だ。

学校教育

課

9 単 園児の保健管理をする
幼稚園における感染拡大防止を図るため、消毒用

消耗品を購入する。
R3.4.1 R4.3.31 39,146 39,146

手指消毒用アルコール、身の回り除菌用アル

コールの購入　39,146円

消毒液の設置によるこまめな手指消毒、園児が

手を触れる箇所の消毒を行い感染予防に取り組

んだ。

学校教育

課

10 単
中小企業者等給付金事

業

市内に本店を有する事業者又は住所及び事業所を

有する個人事業主で、新型コロナウイルス感染症

に関するセーフティネット保証4号の借入れを

行ったものに給付金を交付する。

R3.12.15 R4.3.25 29,500,000 29,500,000

新型コロナウイルス感染症の影響により、市が

発行するセーフティネット４号を活用して融資

を受けた事業者に、一律１０万円を給付

給付件数：295件

事業継続の一助となった。

商工観光

課

※単：地方単独事業、補：国庫補助事業

No 事業名 事業概要 事業始期 事業終期区分

担当部局

（R3時

点）
総事業費（円）

事業実績

取組の効果取組実績



新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金効果検証【令和３年度実施計画分（第5回提出分）】

交付対象経費（円）

11 単 公共交通応援事業

市内公共交通における新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止及び市民の日常的な移動手段確保

のため、車内の衛生環境確保や密閉・密集・密接

を回避するための取り組みを行った者に補助金を

交付する。

R4.2.8 R4.3.30 2,446,430 2,446,430
①市内運行バス路線の便数

②市内登録タクシーの台数

①31,396便

②33台

①39,848便

②33台

①

127％

②

100％

バスについては、新型コロナウイルス感染症感

染拡大前の2019年度に47,864便運行されていた

ものが、輸送人員の減少率で計算すると2021年

度は31,396便となる。実際の運行便数は39,848

便であったため、一定程度減便を抑制できた。

タクシーについては、33台の登録台数を33台に

維持できた。

2021年度の運行便数は2019年度の輸送人員の減

少率から計算すると65％となるが、83％に抑え

られた。

タクシーについては、33台の登録台数を維持で

きた。

政策企画

課

12 単

令和3年度牛久市子育て

世帯等臨時特別支援事

業（子育て世帯への臨

時特別給付（地方創生

臨時交付金分））

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て

世帯を広く支援するため、令和3年度子育て世帯

等臨時特別給付が所得制限によって対象外となる

方に市独自の給付金を支給する。

R4.2.16 R4.3.31 1,716,000 1,716,000

13 単

令和3年度牛久市子育て

世帯等臨時特別支援事

業（子育て世帯への臨

時特別給付（地方創生

臨時交付金分））

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て

世帯を広く支援するため、令和3年度子育て世帯

等臨時特別給付が所得制限によって対象外となる

方に市独自の給付金を支給する。

R4.2.16 R4.6.3 156,543,140 156,543,140

14 単

学校臨時休業による準

要保護児童生徒の保護

者の負担を軽減する

就学援助認定者は経済的に困窮している家庭であ

り、通常は給食費を援助費で補っている。よって

学校休業中は各家庭において昼食の負担をしてい

たことから、給食費相当分を補助することで保護

者負担軽減を図る。

R4.3.1 R4.3.31 2,206,150 2,206,150 全対象者への支給
全準要保護児

童生徒

全準要保護

児童生徒
100%

準要保護世帯に対し、給食費の援助を行ってい

ることから、臨時休校中の昼食の負担について

も援助した。

準要保護世帯は経済的に困窮している世帯であ

り、昼食の負担を援助することで、保護者負担

を軽減した。
学校教育

課

※単：地方単独事業、補：国庫補助事業

こども家

庭課

取組の効果
事業終期

担当部局

（R3時

点）
総事業費（円）

事業実績

成果目標 計画 実績 達成率 取組実績

対象者への周知を徹底し給付を行

う。

支給対象見込

件数

1,000件

支給対象見込

児童数

1,660人

支給実績件

数

989件

支給実績児

童数

1,581人

支給対

象件数

98.9%

支給対

象児童

数

95.2%

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育

て世帯を広く支援するため、所得制限により令

和３年度子育て世帯等臨時特別給付の対象外と

なる方に対し、市独自の給付金として児童1人

あたり10万円を支給。

支給対象世帯に対し、個別の案内通知や広報紙

等による周知を行った。

○郵送料：70,700円

○振込手数料：88,440円

○支給実績件数：989件

○支給実績児童数：1,581人

○支給実績額：158,100,000円

所得制限により令和３年度子育て世帯等臨時特

別給付が対象外となった方に、市独自の給付金

を支給し、子育て世帯を広く支援することがで

きた。

No 区分 事業名 事業概要 事業始期


