新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業（令和２年度）
［単位：千円］
区 分

事業名

事業費

概 要

予算

担当課

公共施設等の感染症対策事業

当初・
8月補正・
公共施設等に飛沫感染防止シート・パーテーション、空気清浄機、サーキュレーター等を設置。マスク、除菌シー
132,192 9月補正・ 各施設担当課
ト等を配備。水道蛇口の自動水洗化を実施。
12月補正・
3月補正

防疫等作業手当

業務により新型コロナウイルス感染症患者等と接触の機会のある職員に対する手当

市県民税申告・確定申告受付改 申告受付会場における感染予防対策、市県民税申告書の郵送による提出や所得税の確定申告におけるICカー
善事業
ドリーダライタの購入補助により電子申告（e-Tax）の促進を図り家庭での申告を推奨
3密防止3部方式乳幼児健康診
感染拡 査事業
大の防 高齢者インフルエンザ予防接種
止
委託料

乳児健康診査（4～5カ月児、10～11カ月児）、1歳6カ月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健康診査につ
いて、保健センターでの集団受診から市内医療機関での個別受診により実施
新型コロナウイルス感染症により増加が見込まれる高齢者に対するインフルエンザの予防接種委託料の増額

地域の高齢者集いの場感染対策
いきいき百歳体操など地域の高齢者の集いの場へ非接触型体温計を配布
事業

200 9月補正 人事課 [℡82-1303・IP88-9069]
998
2,400

当初

健康増進課
12月補正・ [℡82-3692・IP88-9087]
3,700
3月補正
1,000 9月補正

飲食店等感染防止対策事業

飲食店等への感染防止宣言ステッカー、フェイスシールド、感染防止アクリル板、CO2センサの配布

成人式感染防止対策事業

成人式の会場を例年開催している宇陀市文化会館から宇陀市総合体育館に変更して実施

1,811

総合運動場屋外便所整備事業

総合運動場等利用者と体育館利用者の接触を防ぎ、感染拡大を抑えるための便所を整備

42,358

小 計

9月補正・ 税務課
3月補正 [℡82-1306・IP88-9072]

12,500

12月補正・ 商工産業課
3月補正 [℡82-5874・IP88-9075]
9月補正・
3月補正 生涯学習課
12月補正・ [℡82-3975・IP88-9364]
3月補正

197,159

空き家総合相談事業

空き家について相続・税・登記等の各種相談体制を構築、ホームページの情報発信力を向上

1,931 8月補正

不燃焼物収集処理委託料

不燃焼物の排出量の増加に伴う収集処理業務委託料の増額

6,173

自立相談支援事業（体制強化）

生活困窮者の相談等の支援を行う体制を強化し、離職者等への就労支援の充実を図る（窓口補助職員の増員）

新生児特別定額給付金事業

特別定額給付金の基準日の翌日以降に生まれた乳児に対して100千円を給付

リモート運動教室事業

ICTを活用して健康づくりのための運動を自宅で受講できる環境を整備

リモート健康相談事業

自宅からスマートフォン等を利用した動画による健康相談を行える環境を整備

ひとり親世帯への臨時特別給付 ひとり親世帯への臨時特別給付金を支給（国の施策としての対象は、令和2年6月分の児童扶養手当受給世帯
金（市独自分）
であるが、市独自施策は7月以降に新たにひとり親世帯となった方を対象に実施）
子育て世帯への給付金支給事業 児童手当受給者に対して対象児童一人につき10千円を支給

まちづくり支援課
[℡82-3910・IP88-9094]

12月補正・ 環境対策課
3月補正 [℡82-2202・IP88-9078]

560 9月補正 厚生保護課 [℡82-2221・IP88-9079]
10,029 8月補正
健康増進課
243 12月補正・
[℡82-3692・IP88-9087]
348 3月補正
1,862 8月補正
8月補正・
3月補正 こども未来課
[℡82-2236・IP88-9080]
247 8月補正

27,549

チルドレンケアカウンセラー派遣 園の登園自粛・休業や保護者の離職等の不安に対応し、心理的なケアを行うためのカウンセラー（臨床心理士）
事業
を任用し、保育所、こども園へ派遣
幼稚園・保育施設遊具リニューア
園児の屋外での安全な遊び場を提供するため遊具を修繕
ル事業
一人暮らし高齢者等配食支援事業 買い出しが困難な一人暮らし高齢者等に弁当を配達（弁当代は実費）

コミュニケーション理解促進事業 メディア（うだチャン11）を通じた手話の講座を継続的に実施するための番組を制作
疑似症・濃厚接触者支援事業

在宅で療養等する要介護者及び障がい者等が、疑似症または濃厚接触者となった場合、入院に必要な病室の
使用料・療養する場所への移動を支援、在宅で療養するための民間事業所によるサービスの委託

感染症拡大防止協力金

5月2日から5月6日までの全ての期間で営業を自粛した休業要請対象事業者に対し協力金100千円を支給

雇用の 相談窓口開設・支援事業
維持と
事業の
事業所家賃支援給付金事業
継続

医療介護あんしんセンター
[℡85-2500・IP88-9480]

感染症や国等の支援策に関する相談窓口を設置、雇用調整助成金の申請書類作成費用を支援
国の「家賃支援給付金」の支給対象事業者に対して1／3を補助（1カ月の補助上限額は50千円で6カ月分）

18,834

12月補正・
3月補正

6,000

当初

介護福祉課
1,475 9月補正 [℡82-3675・IP88-9088]
3,190 9月補正
18,581
1,921
10,025

公共施設管理維持体制持続化
事業

休業等の措置を行った公共施設（指定管理施設）の再開経費を支援。サーモグラフィー、パーテーションを設置
（美榛苑、あきのの湯、道の駅大宇陀、道の駅室生、カエデの郷ひらら）

菟田野イベント広場整備事業

菟田野イベント広場整備に係る測量業務

公園遊具リニューアル事業

新型コロナウイルス感染症による近場での子どもたちの遊び場を確保するため、室生不思木の森公園・菟田野
オンジ山児童公園の遊具を修繕

26,315

小中学校情報機器等整備事業

児童生徒への一人1台端末を整備し、学校が臨時休校等の場合、家庭でも繋がる通信環境を構築

83,372

児童生徒就学援助事業

家計が急変した児童生徒に対する就学援助

スクールサポートスタッフ配置

小中学校に教師等の業務をサポートするスクールサポートスタッフを配置

学習活動支援事業

学習指導員の配置による3密の回避と臨時休校により学力の定着が不十分な児童生徒に対して補習等を実施

ICT支援員配置事業

GIGAスクール構想における一人1台端末を有効に活用するため、各学校を巡回するICT支援員を配置

英語指導助手派遣事業

JET青年の帰国に伴い、英語指導助手が不足する中学校への英語指導助手の派遣委託

小中学校修学旅行キャンセル料
新型コロナウイルス感染症による行程の変更により生じたキャンセル料等に対する保護者への支援
等補助事業
感染症対策・学習保障等支援事
感染症対策、教室の3密対策として空き教室等を活用した授業実施に必要な備品等の購入
業

当初・
12月補正
当初・ 商工産業課
3月補正 [℡82-5874・IP88-9075]
8月補正・
3月補正

5,037 8月補正

観光課
12月補正・ [℡82-2457・IP88-9081]
4,500
3月補正
12月補正・ 公園課
3月補正 [℡82-3674・IP88-9093]

当初・
952 3月補正

9,186 8月補正
11,460 8月補正・
1,103 3月補正
2,309
49

9月補正・
3月補正

10,500

学校休校に伴い、発注食材がキャンセルとなった納入業者への支援

6,767

図書館蔵書購入事業

新型コロナウイルス感染症による外出抑制時の在宅時間を豊かにするため図書を購入（デイジー図書含む）

1,000 8月補正

電子図書導入事業

新型コロナウイルス感染症対策として、電子図書館による貸し出し、予約できる環境の構築

当初

学校給食センター [℡/IP82-3784]

中央図書館
12月補正・ [℡82-4749・IP88-9110]
9,125
3月補正
280,643

1

教育総務課
[℡82-3973・IP88-9259]

12月補正・
3月補正

学校給食事業者応援事業

小 計

医療介護あんしんセンター
[℡85-2500・IP88-9480]

［単位：千円］
区 分

事業名

事業費

概 要

イメージアップ推進事業

榛原駅前のスペースで冬の登山客等へ宇陀市のPRを実施

217

公共交通応援事業

市内の公共交通事業者（タクシー事業者・バス事業者）に対する支援

1,150

おためし研修支援事業

本市で研修等を行う主に都市部の企業や個人事業主の会場使用料、旅費、宿泊費を支援（上限300千円）

1,500

空き家活用推進補助事業

コロナ禍を契機に都市部から宇陀市への移住促進を図るため、市内の空き家を活用し起業をする方に対し事業
費の一部を補助（都市部からの転入については補助率1／2から2／3に拡充）

予算

12月補正・ 秘書広報情報課
3月補正 [℡82-3912・IP88-9083]
8月補正

9,500 9月補正

宇陀の魅力体験調査事業

空き家を活用した都市部からの移住体験施設、シェアオフィス等に係る基礎調査・計画策定委託

1,252

宇陀の魅力体験施設整備事業

空き家を活用した移住体験施設に係る用地・建物の購入

経済活
地元応援プレミアム八っぴー商
動の回
品券発行事業
復

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業所の消費喚起、住民の生活支援としてプレミアム率
30％の商品券を発行（10,000円×30％×30,000冊）

まちづくり支援課
9月補正・ [℡82-3910・IP88-9094]
3月補正

22,526

12月補正・
3月補正

24,000

7月補正・ 企画課
12月補正 [℡82-1362・IP88-9074]

当初・
7月補正 商工産業課
[℡82-5874・IP88-9075]
10,001 8月補正

102,095

空き店舗改修補助事業

地域経済の活性化、にぎわいの創出に向けて行う空き店舗改修費を補助（上限2,000千円）
都市部からの転入の場合2／3補助、都市部からの転入以外・市内在住者の場合1／2補助

宿泊施設利用補助事業

市内宿泊施設の利用に対して助成（宿泊料金別に割引額を設定）

8月補正・
50,000 12月補正・
3月補正

地域観光プロモーション事業

観光ポータルサイトの整備、市民による宿泊体験や市内のアーティスト・アート空間の動画を作成し、配信

10,750

観光関連施設入場料等支援事業 観光需要を喚起するため、観光関連施設の入場料の割引等に対する補助

地域の基礎的観光力推進事業

将来の観光魅力増強を見据え、観光地に多言語看板を設置、Wi-Fi環境を整備、観光トイレの洋式化

デジタルスタンプラリー作成事業 落ち込んでいる観光需要を喚起するため、市内観光資源を周遊できるWebによるデジタルスタンプラリーを開発
周遊・滞在型観光推進調査事業 周遊・滞在型観光のビジョン作成、周遊・滞在型観光に求められる観光施設の機能調査
観光関連指定管理施設支援金

観光関連指定管理施設の事業継続に対する支援

6,500
37,648

観光課
8月補正 [℡82-2457・IP88-9081]

5,200
10,000 9月補正
27,208 3月補正

小 計

332,777

Web会議システム導入事業

Web会議システムを導入し感染リスクの軽減を図るとともに、分散勤務の在宅勤務職員との打合せに対応

庁舎強靭化事業

本庁舎に無線アクセスポイントを設置し、庁舎内のLGWAN系とインターネット系のパソコンを無線化

48,217 9月補正

テレワークシステム導入事業

在宅勤務体制推進のため、貸出用パソコンの購入、不正アクセス防止等に係る閉域ネットワークの構築

38,281

避難所設備強化事業

室生山上公園へのこまどりケーブルの引込工事、テレビ配線のない避難所施設へCATVの導入とテレビを設置

13,592

キャッシュレス決裁導入事業

室生山上公園の入園チケットについて、スマートフォンのキャッシュレス決済を導入

市県民税申告書作成システム構 市ホームページ内に住民税額シミュレーションシステムサイトを開設し、自宅での税額の試算と申告書の作成が
築事業
できるシステムを構築
課税連携システム構築事業
強靭な
経済構 遠隔研修システム整備事業
造の構
築
障がい者遠隔支援事業

企画課
[℡82-1362・IP88-9074]

13,230 8月補正

移住定住促進キャンペーン事業 移住定住促進のため、阪神地区の駅ホームや駅構内のADビジョンへのサイン設置委託

市内公共交通利用促進及び応援 地域公共交通（奈良交通路線バス、市内民間タクシー、市営有償バス、らくらくバス、連携コミュニティバス、デマ
事業
ンド乗合タクシー）が利用できる交通利用券1,000円分（100円×10枚）をプレミアム商品券に付けて発行

担当課

法務局から提供される登記情報の電子データに対応したシステムの構築委託
保育士・幼稚園教諭の研修や講習について、オンライン研修ができる環境を整備
聴覚障害者の受診や外出機会の減少による相談支援の強化を図るため、タブレットを介した意思疎通を実施

627

9月補正・ 危機管理課
3月補正 [℡82-1304・IP88-9070]

100 9月補正 企画課 [℡82-1362・IP88-9074]
345
13,020
2,520

9月補正・
3月補正 税務課
12月補正・ [℡82-1306・IP88-9072]
3月補正
8月補正・ こども未来課
12月補正 [℡82-2236・IP88-9080]

139 8月補正 介護福祉課 [℡82-3675・IP88-9088]

事業業態転換等支援事業

業態転換や新たなサービスによる収益確保に取り組む事業者を支援（100千円まで全額、100千円を超える場合
は超えた部分について100千円を限度に1／2）

2,508

中小企業等再起支援事業

奈良県の中小企業等再起支援事業補助金の対象となった事業者に対して事業費の1／6を補助。県補助金申請
書類作成に係る経費の支援

13,006

事業者緊急対策支援事業

奈良県の新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業の対象者に対し、県の補助対象事業費（670千円）を超
える金額の3／4を補助。県の補助金を受けない事業者に対しては1／2を補助（いずれも補助上限額は500千
円）

27,012

大和高原宇陀ブランド発信事業

You Tubeを活用した特産品等の発信チャンネルの企画及び開設

4,000 9月補正

宇陀市産木材PR事業

宇陀市産木材をPRするためのホームページを開設

4,884

木工オープンラボ

木材加工機を購入

2,703
小 計

981,533

2

当初・
3月補正

商工産業課
8月補正・
[℡82-5874・IP88-9075]
3月補正

170,954

合 計

秘書広報情報課
[℡82-3912・IP88-9083]

9月補正

農林課
[℡82-3679・IP88-9090]

