
●令和2年度完了事業 （単位：円）

担当課 事業名 事業概要 事業実績・効果 事業費 交付金充当額

水道管理課 水道事業会計繰出事業
　市民や事業者の生活支援策として、西尾市水道事業の水道
使用者を対象に、水道料金のうち、基本料金を6月請求分から6
か月分無料としました。

　緊急的な市内全体の支援策として、家庭内の生活費や事業
者の事業経費の負担軽減に繋がりました。
令和2年6月から11月分を無料化（延べ199,716件）

354,578,170 354,578,170

商工振興課
新型コロナウイルス感染症対
策協力金支給事業

　愛知県の休業要請（令和2年4月17日から5月6日）に応じて、
要請期間中の休業や営業時間の短縮に協力した中小事業者
に対し、県と連携して協力金を交付しました。

　要請に協力した事業者の固定費を支援することができ、事業
継続を支援することができました。（785件）

394,344,987 197,172,987

商工振興課 雇用安定支援事業

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴う経済上の理
由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の雇用の維
持を図るため、従業員を休業させた場合の休業手当に係る国
の「雇用調整助成金」等の支給決定を受けた市内33事業者に
対して、事業者負担の一部を補助金として交付しました。

　休業手当の事業者負担の一部を補助することができ、雇用の
維持を支援することができました。
令和2年4月1日から令和3年3月12日までに雇用調整助成金等
の支給決定を受けた事業まで（延べ67件）

8,668,370 8,668,370

健康課
新型コロナウイルス感染症対
策理容・美容事業者休業協力
金支給事業

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴い、自主的に休
業する理容店、美容院に、愛知県が実施する休業協力金を交
付する事業と併せて市が交付しました。

　理容業・美容業の251事業者に休業協力金を支給したことで、
休業に伴う事業者への支援に繋がりました。

25,168,537 25,168,537

商工振興課 事業継続応援家賃補助事業
　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴い、売上が減少
した中小事業者等を対象に、事業用に支払う令和2年5月分の
家賃等の80％を補助しました。

　売上の減少した事業者に補助金を交付することによって経済
的負担軽減を図り、事業継続を支援することができました。
（286件）

27,775,685 27,775,685

商工振興課
事業モデルチェンジ応援補助
事業

　新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内
の中小事業者が感染症対策や新たな事業形態への転換等に
かかる経費に対し、2分の1の補助率で上限20万円の補助金を
交付しました。

　市内の中小事業者の感染症対策の強化や新たな事業形態
への転換等に関する経費の経済的負担の軽減や事業継続へ
の支援となりました。
令和2年6月15日～12月28日（399件）

54,785,786 54,785,786

教育庶務課 小・中学校給食事業

　学校の長期休校により減少した授業時間を補うため、例年で
は夏休みにあたる期間内に授業日が設けられ（令和2年7月21
日から8月7日までの間と令和2年8月24日から8月31日までの
間）、その間、児童生徒の学校生活を支える学校給食を提供し
ました。

　給食を提供した日数は、小学校が18日、中学校が15日（1校
は14日）であり、設けられた授業日における児童生徒の学校生
活を支えることができました。

25,286,140 25,286,140

学校教育課 小中学生図書カード配布事業
　臨時休校（令和2年4月・5月）後の学校再開にあたって、市内
全小・中学生に１人3,000円分の図書カードを配布して、書籍や
教材などの購入支援を行いました。

　小・中学校再開時に児童・生徒の学習に必要な書籍や教材等
の購入支援を行ったことで、登校や学習意欲を高めることに繋
がりました。（15,152人に配布）

45,524,276 45,524,276

情報政策課 リモートワーク対応事業
　職員の新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、職場へ
の出勤者の削減を図るため、自宅から職場と同様の事務が遂
行可能なリモートワーク環境を構築しました。

　令和2年2月からリモートワークを開始し、職場へ出勤しなくて
も自宅から事務が可能となり、出勤者の削減に繋がりました。
令和2年2月～3月の利用者　延べ90名

3,690,500 3,690,500

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の実績及び効果
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担当課 事業名 事業概要 事業実績・効果 事業費 交付金充当額

看護専門学校 看護専門学校教育活動事業

　感染症対策として行う遠隔授業の円滑な実施等のための校
内通信ネットワークの拡張と感染症拡大の影響による外部実習
制限に伴う学内実習の充実に必要な教育教材備品の購入を実
施しました。

　校内へWi-FIを導入したことにより、遠隔授業の円滑な実施に
加え、学生のスマートフォンを利用した授業運営もできました。
（教科書のＱＲコードの映像の視聴、授業アンケートの一斉実
施など）また、多職種連携ハイブリッドシミュレータを始めとした
シミュレータの導入により、外部実習に求めている臨床に近い
状況を設定し、学生の臨床判断能力の習得に繋げることができ
ました。

5,000,034 5,000,034

図書館 電子図書館システム導入事業
　図書館が臨時休館になった場合や感染予防のため外出を控
える中で、図書館に来館せずに借りることのできる電子書籍を
購入し、電子図書館を導入しました。

　感染リスクを回避するするため、また、来館に時間的・身体的
制約のある方などに利用されました。令和3年1月末から3月末
までの貸出冊数2,062冊。閲覧回数は6,046回。3月末現在の蔵
書数は8,500冊。

10,205,653 10,205,653

教育庶務課
小・中学校リモートワーク対応
事業

　小中学校等において、校内の職員密度を抑え、感染症拡大防
止を図るため、教職員用リモートワークシステムを導入しまし
た。

　リモートワークシステムを導入したことで、すべての学校で授
業後等の密になりやすい時間帯でも、分散して勤務を行うこと
が可能になりました。

24,579,500 24,579,500

教育庶務課 GIGAスクール構想実現事業

　感染症拡大時のオンライン学習等に対応するため、児童生徒
がタブレット端末で使用するソフトウェア及び教職員用タブレット
端末の整備、無線認証機器の拡張、無線アクセスポイントの制
御システムの導入を行いました。

　タブレット端末用のソフトウェアや教職員用タブレット端末を整
備したことで、感染症拡大の影響により登校できなかった児童
生徒がいた場合でも学校と家庭をつなぎ、学習の指導が可能と
なりました。

452,408,956 360,507,832

学校教育課
学校保健特別対策事業費補
助金事業

　小中学校等における感染症対策や学習保障等に必要な物品
（消毒液・非接触型体温計等の保健衛生用品、換気・熱中症対
策用品、3密対策用品など）の購入費用を各学校に交付しまし
た。また、夏休みを短縮した期間の熱中症対策として、児童生
徒に飲料水を配布しました。

　各学校現場の状況に応じた感染症対策や学習保障等に必要
な物品の購入ができました。夏休みの短縮に伴う登校期間中に
児童生徒に飲料水を配布することで熱中症の防止に役立てま
した。

80,311,970 40,156,000

学校教育課
修学旅行等キャンセル料等公
費負担事業

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期して受けら
れなくなった小学校の修学旅行のＧｏＴｏトラベル事業の割引分
を公費で負担しました。

　令和3年3月に実施した3小学校の修学旅行は、ＧｏＴｏトラベル
事業の割引が受けられなくなったため、割引相当分を公費で負
担し、保護者負担の公平性を図りました。

2,876,680 2,876,680

1,515,205,244 1,185,976,150合　　　　計
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●令和3年度完了事業 （単位：円）

担当課 事業名 事業概要 事業実績・効果 事業費 交付金充当額

商工振興課 商工業事業者融資事業

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上減少等の影響
を受けている中小企業者等を支援するため、愛知県融資制度
の経済環境適応資金サポート資金を利用して資金の借入を行
う際に支払う信用保証料を補助しました。

　事業者が支払う信用保証料を補助することにより、資金調達
の際の負担を軽減し、事業継続を支援しました。
令和2年4月1日～令和4年3月31日
（R2年度：185件、R3年度：153件）

107,310,500 76,914,000

商工振興課 消費拡大対策事業
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、消費が落ち
込む事業者を支援するために、キャッシュレス決済のポイント還
元を利用したキャンペーンを３回実施しました。

　計３回のポイント付与金額が127,548,879円となり、本事業によ
る市内消費金額は637,744,395円となり、市内消費拡大に大き
な効果をもたらしました。

133,177,919 108,588,876

危機管理課 防災倉庫管理事業
　避難所の新型コロナウイルス感染症対策として、屋内用テン
ト、エアーマット及びポンプ、折りたたみベッドを５７か所へ配備
しました。

　新型コロナウイルス感染症に配慮した避難所設営が可能とな
り、８つの自主防災会および校区自主防災会連絡協議会で、配
備した資材を用いた防災訓練を行いました。

82,702,469 61,648,974

教育庶務課
小・中学校校内映像放送設備
整備事業

　校舎や体育館など校内のどこでも撮影ができ、各教室などで
視聴することができる校内地上デジタル対応放送施設を整備す
ることにより、校内全体を教育の場として展開するとともに、各
教室で児童・生徒が同時に同じ内容を学び、参加し、体験がで
きる環境づくりを行いました。

　整備した校内映像放送設備により、場所にとらわれることなく
校内で撮影したものを各教室などで視聴することが出来るよう
になり、児童・生徒が一堂に会すことなく学び・参加・体験を共
有する環境を整備することで校内全体を教育の場とすることが
出来ました。

97,460,000 68,394,000

観光文化振興
課

プレミアム付き西尾観光券発
行事業補助金

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴い、多大な影響
を受けた観光関連事業者を支援するため、観光協会が発行す
るプレミアム付き「西尾観光券」に対して、補助金を交付しまし
た。

　観光券は、申し込みのあった市内外の方に11,916冊を購入し
ていただき、市内の観光関連事業者のところで消費していただ
きました。観光関連事業者の支援とともに市の観光PRにつなが
りました。

34,476,000 24,194,000

地域つながり
課

町内会活動感染症対策支援
事業

　町内会活動における新型コロナウイルス感染症対策を支援す
るため、希望する町内会に非接触型体温計、足踏式消毒台、
消毒液、不織布マスク、使い捨て手袋、アクリル板を配布しまし
た。

　市内376町内会に対して、非接触型体温計391本、足踏式消
毒台323台、消毒液1,347本、不織布マスク36,300枚、使い捨て
手袋63,000枚、アクリル板803枚を配布し、感染拡大防止のた
めに活用していただきました。

9,482,715 9,482,000

市民課 地域応援商品券交付事業

　新型コロナウイルス感染症拡大により大きく影響を受けている
市内の小売店、飲食店等の地域経済を活性化及び、マイナン
バーカードの普及促進を目的として、マイナンバーカードを取得
した市民に市内で利用できる商品券を交付しました。

　マイナンバーカード保有者がコンビニで住民票・印鑑証明書を
取得できることで来庁者の削減に繋がりました。
市内の小売店、飲食店等の地域経済の活性化支援となりまし
た。（71,844人に交付）

426,140,256 403,314,000

商工振興課 がんばる事業者応援補助事業

　新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内
に事業所等を有する中小企業者等が、感染症対策や事業継続
のための新たな試みや既存事業の売上向上等にかかる経費
に対し、事業者負担の一部を補助金として交付しました。

　市内事業者の感染症対策の強化、新たな試みや既存事業の
売上向上等に関する経費の経済的負担の軽減や事業継続へ
の支援となりました。令和3年7月1日～12月28日（1,062件）

335,400,543 259,118,000

教育庶務課 GIGAスクール構想実現事業
　感染症拡大時のオンライン学習等に対応するために導入を
行ったタブレット端末・ソフトウェアついて、常に正常な状態で機
能するよう保守及び調整等を実施しました。

　整備されたタブレット端末用のソフトウェアや教職員用タブレッ
ト端末を利用する事で、感染症拡大の影響により登校できな
かった児童生徒がいた場合でも学校と家庭をつなぎ、学習の指
導を実施することができました。

166,219,272 160,000,000

1,392,369,674 1,171,653,850合　　　　計
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