
市町村

名
Ｎｏ 補助・

単独

事例集
事例番
号

交付対象事業の名称 事業概要（目的・効果）
事業概要（交付金を充当する経費内

容）
事業概要（事業の対象（交付
対象者、対象施設等））

緊急経済対策との関係
交付対象事業の区分
（地域未来構想20との
該当関係）

事業
始期

事業
終期

総事業費(千円)

宝塚市 1 単

新型コロナウイルス対応

にかかる職員の時間外勤

務手当、特殊勤務手当

①新型コロナウイルス対応の拡充

新型コロナウイルス対応にかかる任期

の定めのない職員の時間外勤務手当、

特殊勤務手当

Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 3,570

宝塚市 2 単 39 就職内定取消者採用事業 ①　－ Ⅱ-１．雇用の維持 ㉑いずれも該当しない R2.5 R3.3 19,115

宝塚市 3 単 103

遠隔・オンライン学習の

環境整備、GIGAスクール

構想への支援事業

①遠隔授業での学生(看護専門学校)への

学習機会の確保
通信ネットワーク関連費用

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

⑨教育 R2.6 R3.3 396

宝塚市 4 単 26
子ども家庭支援センター

事業

①子どもの食の支援のため、子ども食

堂が実施する子ども向けの弁当の提供に

かかる費用の一部を助成し、地域の中で

子どもたちを見守り、育ちを支援する

子ども食堂運営事業助成費（子育て支

援グループ活動促進事業助成金）

子ども食堂を運営する非営利

団体

Ⅱ-４．生活に困って

いる世帯や個人への支

援

㉑いずれも該当しない R2.4 R2.6 1,600

宝塚市 7 単
介護サービス継続支援事

業補助金

①濃厚接触者等で自宅待機を命じられ

た通所サービス等の利用者に訪問介護・

訪問看護のサービスを提供する事業者に

対して、補助金を支給することにより、

事業の継続を目的とする。

訪問介護・訪問看護に対する補助
訪問介護事業所、訪問看護事

業所

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 5,880

宝塚市 8 単
障碍（がい）福祉サービ

ス継続支援事業補助金

①濃厚接触者等で自宅待機となった通

所サービス等の利用者に居宅でのサービ

スを提供する居宅介護事業所と重度訪問

介護事業所に対して、補助金を支給する

ことにより、事業の継続を目的とする。

居宅介護・重度訪問介護に対する補助
居宅介護事業所、重度訪問介

護事業所

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 8,400

宝塚市 9 単 12
新型コロナウイルス感染

症にかかるマスク確保

①新型コロナウイルス感染症対策とし

てマスクを購入し確保する。

新型コロナウイルス感染症対策として

マスクを購入し確保する。

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.4 R2.5 13,200

宝塚市 10 単 12

新型コロナウイルス感染

症にかかる災害時避難所

用間仕切り用品

①災害時避難所用の新型コロナウイル

ス感染症対策としての間仕切りのため

災害時避難所用の新型コロナウイルス

感染症対策としての間仕切りのため

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.6 R2.7 2,324

宝塚市 11 単 49
宝塚市新業態開拓等推進

事業補助金

①新型コロナウイルス感染症の影響に

より、甚大な影響が出ている市内事業者

の打開策として、また、喫緊の新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止やコロナ禍後

の変容が想定される社会への適合に向

け、予算の範囲内において新業態を開拓

する市内事業者を支援することで、市内

事業者の売上回復、市中の感染症拡大防

止に資することを目的とする。

ア　新業態を開始するに必要な備品等

の購入にかかる費用への補助（備品購

入費・消耗品費・改装費・役務費）

イ　コンサルティングを受ける費用へ

の補助（委託料・専門家謝金・専門家

旅費）

ウ　多くの事業者が利用できるシステ

ム構築にかかる費用への補助（備品購

入費・消耗品費・印刷広告宣伝費・開

発費・人件費（システム等の構築にか

かる臨時的な人件費に限る。）・専門

家謝金・専門家旅費・委託料・改装

費・役務費）

エ　プロモーション等支援推進補助

（印刷広告宣伝費・委託料・備品購入

費・消耗品費）

新型コロナウイルス感染症の

影響により、令和2年（2020

年）4月1日以降、新業態への

転換・進出を実施した、また

は実施する市内事業者（諸条

件有）

Ⅱ-３．事業継続に

困っている中小・小規

模事業者等への支援

㉑いずれも該当しない R2.5 R3.3 26,800
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総事業費(千円)

宝塚市 12 単
休業要請事業者経営継続

支援事業

①県と協調し、休業要請等に応じた中

小法人・個人事業主の事業継続を支援
中小法人・個人事業主への支援金

次の３つの要件をすべて満た

す中小法人及び個人事業主

(1)兵庫県内に事業所を置く中

小法人及び個人事業主で、令

和２年３月１日以前に創業し

ていること。(2)令和２年４月

又は５月の売上が前年同月対

比で50%以上減少しているこ

と。(3)兵庫県の休業要請等に

応じて、対象となる施設を、

緊急事態措置期間中、継続し

て休業していること。

Ⅱ-３．事業継続に

困っている中小・小規

模事業者等への支援

㉑いずれも該当しない R2.5 R2.8 91,453

宝塚市 13 単

宝塚市新型コロナウイル

ス感染症対策事業所等賃

料補助事業

①新型コロナウイルス感染症拡大によ

り、売上高が２０％以上減少した個人事

業主に対し、事業所等に係る賃料を補助

金として支給することで、その経済的負

担軽減を図ることを目的とする。

ア　宝塚市内で個人事業主が事業のた

め、事業所等として事務所や店舗を賃

借している賃料への補助

イ　本事業実施に伴う事務費（郵便

料、消耗品費等）

売上が２０％以上減少してい

る宝塚市内で事業所等を賃借

している個人事業主で、中小

企業信用保険法第２条第５項

第５号に基づくセーフティ

ネット５号の対象業種の該当

する者（諸要件あり）

Ⅱ-３．事業継続に

困っている中小・小規

模事業者等への支援

㉑いずれも該当しない R2.5 R2.7 74,879

宝塚市 14 単
商店街お買物券・ポイン

トシール事業補助金

①新型コロナウイルス感染症拡大の収

束後における地域商業の活性化を図るた

め、商店街等が取り組む期間限定のプレ

ミアム付商品券の発行やポイントシール

事業を支援する。

商品券プレミアム分、ポイントシール

プレミアム分及びイベント実施に係る

経費

市内商店街(商工会議所等と一

体となって実施する場合もあ

り）

Ⅲ-２．地域経済の活

性化
㉑いずれも該当しない R2.10 R2.12 16,000

宝塚市 15 単
美しい村づくり資金利子

補給金

①新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により影響を受けた農業者に対して、

経営維持に必要な資金の利子補給等を行

い、貸付利率の無利子化等を図り、経営

支援を行う。

基準金利１％のうち、県0.54％、市

0.46％で負担する。
金融機関

Ⅱ-３．事業継続に

困っている中小・小規

模事業者等への支援

㉑いずれも該当しない R2.7 R3.3 104

宝塚市 16 単 1 消防救急事業

①消防救急体制を維持するため、救急

隊員の感染防止及び他への感染拡大の防

止に必要な消耗品及び資機材を充足させ

る

イ救急現場活動用の医薬材料費

　ロ不足する消毒用資機材

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.7 R3.3 3,852

宝塚市 17 単 103

臨時休業中における公立

学校情報機器コンテンツ

事業費

①－

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

⑨教育 R2.11 R3.3 114,972

宝塚市 18 単 103
臨時休業中におけるタブ

レット導入、通信費
①－

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

⑨教育 R2.11 R3.3 29,127

宝塚市 19 単 75
テレワークシステム整備

事業

①テレワーク環境の整備により、業務

効率を維持しながら、職場の人口密度を

抑えることが可能になる。

電信電話料、委託料、備品購入費

Ⅳ-３．リモート化等

によるデジタル・トラ

ンスフォーメーション

の加速

①３密対策 R2.12 R3.3 26,426
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事業
終期

総事業費(千円)

宝塚市 20 単 75 庁内無線LAN構築事業

①庁内無線LAN環境を整備し、執務可能

な場所をふやすことで、３密を回避しな

がら執務を行うことが可能になる。

委託料、備品購入費

Ⅳ-３．リモート化等

によるデジタル・トラ

ンスフォーメーション

の加速

①３密対策 R2.12 R3.3 21,780

宝塚市 21 単 75
WEB会議システム整備事

業

①WEB会議システムを広く活用するこ

とで、３密を回避しながら、行政事務・

活動を継続する。

委託料、備品購入費

Ⅳ-３．リモート化等

によるデジタル・トラ

ンスフォーメーション

の加速

①３密対策 R2.12 R3.3 24,893

宝塚市 22 単 33
広報たからづか臨時号発

行事業
①広報たからづか臨時号の発行のため

臨時号発行に係る、印刷製本費及び宅

配委託料

Ⅰ-６．情報発信の充

実
㉑いずれも該当しない R2.5 R3.3 4,141

宝塚市 23 単 35 総合窓口化推進事業

①死亡に係る手続き（おくやみ手続

き）において来庁前に手続きを確認する

仕組みを構築し、来庁者そのものを減ら

すとともに来庁された場合であっても飛

沫感染防止の観点からパーティションを

設けることで新型コロナウイルスの感染

拡大防止を図る。

おくやみ手続きに係る使用料及び備品

購入費の一部

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
①３密対策 R2.7 R3.3 1,159

宝塚市 24 単 12
感染拡大防止のための備

品購入

①感染拡大防止のため、コミュニティ

施設に係る指定管理施設（地域利用施

設、共同利用施設等）で使用する体温測

定器等を購入

物品購入費
指定管理施設（地域利用施

設、共同利用施設等）

Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.10 R3.3 1,297

宝塚市 25 単 103

遠隔・オンライン学習の

環境整備、GIGAスクール

構想への支援事業

①感染拡大防止を図りつつ、オンライ

ン授業の質を高める。
通信ネットワーク関連費用

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

⑨教育 R2.6 R2.6 100

宝塚市 26 単 12
新型コロナウイルス感染

症にかかる避難所用品
①災害時避難所用感染防止対策のため 備品購入費、消耗品費

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.6 R3.3 17,329

宝塚市 27 単 24
公共交通（バス）応援事

業

①公共交通車両内について、感染防止

のため過密を避ける等に要した経費を助

成する。

バス運行に要する経費、公共交通車両

内の感染防止対策に要する経費。

Ⅱ-３．事業継続に

困っている中小・小規

模事業者等への支援

①３密対策 R2.4 R3.3 29,748

宝塚市 28 単 12
公共的空間安全・安心確

保事業

①市立老人福祉センター及び市立総合

福祉センターセンターでの感染防止対策

サーモグラフィー及び非接触型温度計

購入費

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.7 R3.3 548

宝塚市 29 単 12
公共的空間安全・安心確

保事業

①市立養護老人ホームでの感染防止対

策

市立養護老人ホームにおけるオンライ

ン面会用タブレット型端末購入に係る

経費

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.7 R3.3 71

宝塚市 30 単 民生委員活動事業 ①
新型コロナウイルス感染症対策として

マスク・消毒液を購入し確保する

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.7 R2.8 1,962

宝塚市 31 単 福祉総務事業

①保護司会員、各種会議参加者、訪問

業務従事者の新型コロナウイルス感染症

対策として、マスク、消毒液、非接触型

体温計を確保する。

保護司会員、各種会議参加者、訪問業

務従事者の新型コロナウイルス感染症

対策として、マスク、消毒液、非接触

型体温計を確保する。

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.7 R2.8 344

宝塚市 32 単
高齢者タクシー事業者等

協力金

①新型コロナウイルス感染の恐れがあ

る中で営業しているタクシー事業者に対

し協力金を支給する

運賃助成券等の提出で報告される運行

実績に対して助成

当市と協定締結しているタク

シー事業者

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 7,656
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宝塚市 33 単
介護サービス事業所にお

ける感染拡大防止事業

①介護サービス事業所における感染予

防、拡大防止の為の対策に係る費用に対

して補助する。

感染予防、拡大防止の為の対策費用

（防護服、マスク、消毒液、フェイス

シールド等の衛生用品購入費用、防護

機能付車両への改造費、その他感染拡

大防止に資するもの）を補助する

介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、特定施設

定員５０名以上の施設　

定員５０名未満の施設　

認知症対応型共同生活介護

通所・訪問事業所

居宅介護支援事業所

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 24,250

宝塚市 34 単 12
健康センター管理運営事

業

①健康センターで実施する乳幼児健診

での発熱者をスクリーニングし、感染拡

大防止に努める。

保健衛生用備品
Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
①３密対策 R2.7 R3.3 334

宝塚市 35 単 乳幼児健康診査事業

①10か月児健診について、集団健診か

ら個別健診に変更して実施。１歳6か月

児健康診査及び３歳児健康診査につい

て、集団健診だが少人数制・予約制に変

更し、１回あたり医師２名で受診者80人

から、１回あたり医師１名20人又は医師

2名40人の体制に変更して実施。健診回

数増による心理士や言語聴覚士等の健診

スタッフを増員。感染防護具として、

フェイスシールド、グローブ、消毒用ア

ルコールを追加購入。

委託料、会計年度任用職員報酬、医薬

材料費、郵便料

Ⅰ-３．医療提供体制

の強化
①３密対策 R2.6 R3.3 13,506

宝塚市 36 単 3 休日応急診療所事業
①休日応急診療所における感染防止対

策
クリーンパーテーション購入費

Ⅰ-３．医療提供体制

の強化
①３密対策 R2.10 R3.3 1,144

宝塚市 37 単 1

休日応急診療所、歯科応

急診療所における防護具

購入と緊急（再流行）時

における救急医療機関向

け防護服の確保

①所管する診療所での防護具の確保 医薬材料費
Ⅰ-３．医療提供体制

の強化
㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 1,022

宝塚市 38 単 妊婦特別支援給付金

①国の特別定額給付金の基準日の翌日

以降に妊娠を継続している方及び令和3

年3月末までに妊娠届出をした方に市独

自で１万円の給付金を支給する。

給付金及び事務に要する経費

Ⅱ-４．生活に困って

いる世帯や個人への支

援

㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 28,101

宝塚市 39 単

障害福祉サービス事業所

等感染拡大防止事業補助

金

①居宅介護事業所や障害者支援施設等

がマスク・消毒液等を購入した際に補助

を実施

事業所によるマスク・消毒液等の購入

費

訪問系サービス事業所・日中

活動系サービス事業所・障害

者支援施設・共同生活援助事

業所・地域活動支援セン

ター・小規模通所援護事業

所・日中一時支援事業所・障

害児通所支援事業所・相談支

援事業所

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 26,230

宝塚市 40 単
福祉タクシー事業者等協

力金給付事業

①新型コロナウイルスが拡大する中

で、安定した障碍（がい）児者の移動手

段となるタクシー事業者に対して、継続

的な協力を促す。

福祉タクシー及びリフト付きタクシー

の使用済チケットの請求に上乗せして

支給する協力金と当該事業に係る郵便

料

市と契約しているタクシー事

業者
Ⅱ-１．雇用の維持 ㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 4,126
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宝塚市 42 単 病児保育事業

①市が委託で実施している病児保育事

業（2施設）において新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため市が要請を受け

行っている特別保育、自粛要請、隔離に

よる保育のため、利用児童数が減少して

おり、事業の体制維持、継続のため昨年

度の利用児童数に基づく委託料との差額

を支援金として委託料に追加で支給す

る。

令和２年度の病児保育事業委託料(総事

業費及び昨年度の利用児童数に基づく

委託料の低い額を上限とした支援金分)

市の委託で実施している病児

保育事業所

Ⅱ-３．事業継続に

困っている中小・小規

模事業者等への支援

㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 13,559

宝塚市 43 単 106 宝塚市指定保育所助成金

①自粛要請期間、特別保育期間におけ

る利用自粛促進のため減免した保育料収

入の減少を補助し事業継続を目的とす

る。

指定保育所助成金 宝塚市指定保育所

Ⅱ-３．事業継続に

困っている中小・小規

模事業者等への支援

㉑いずれも該当しない R2.4 R2.6 4,129

宝塚市 44 単 106 宝塚市指定保育所助成金
①市の自粛要請、特別保育に応じた宝

塚市指定保育所の事業継続を支援
指定保育所助成金 宝塚市指定保育所

Ⅱ-３．事業継続に

困っている中小・小規

模事業者等への支援

㉑いずれも該当しない R2.4 R2.6 19,919

宝塚市 45 単
西谷地区生活排水対策助

成金の臨時増額

①新型コロナウイルス感染症により市

民生活が甚大な影響を及ぼしていること

から、その支援のため、西谷地区におけ

る合併処理浄化槽の維持管理に係る費用

の助成金を臨時的に増額する。

臨時増額する助成金 西谷地区

Ⅱ-４．生活に困って

いる世帯や個人への支

援

㉑いずれも該当しない R2.6 R3.3 1,731

宝塚市 46 単 塵芥収集事業

①ごみの収集体制を維持するために収

集業務従事職員の感染防止及び感染拡大

防止に必要な消耗品を充足させるため

収集業務従事職員の感染対策防止用消

耗品

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.6 R3.3 803

宝塚市 47 単
市内店舗キャッシュレス

ポイント還元事業

①市が決済事業者と提携し、決済サー

ビス利用希望の市内店舗の参加を募り、

当該市内店舗の利用者が、物品等購入時

にキャッシュレスの決済サービスを利用

した場合、プレミアムポイントを付与

(還元率25%)するもの。

需要費・役務費・委託料・負担金

市が提携する決済事業者の決

済サービスを利用し、該当市

内店舗での物品等購入者

Ⅲ-２．地域経済の活

性化
③キャッシュレス R2.8 R2.11 209,000

宝塚市 48 単 園芸振興事業

①経済活動を再開するため、新型コロ

ナウイルス感染防止策として来場者への

検温を円滑且つ適切に実施できる体表面

温度監視カメラシステムを購入する。

体表面温度監視カメラシステム
Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.6 R3.3 1,320

宝塚市 49 単 農業振興施設管理事業

①経済活動を再開するため、新型コロ

ナウイルス感染防止策として来場者への

検温を円滑且つ適切に実施できる体表面

温度監視カメラシステムを購入する。

体表面温度監視カメラシステム
Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.6 R3.3 264

宝塚市 50 単 文化振興事業

①文化施設において、新型コロナウイ

ルス等の感染症対策として、感染の恐れ

のある発熱者の確認を行う。

体表面温度監視カメラシステム及び非

接触式体温計の購入費

Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見

⑫文化芸術・スポー

ツ・コンテンツビジネ

ス

R2.6 R3.3 2,233
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宝塚市 51 単
芸術文化公演再開緊急支

援事業

①兵庫県が県下の公立・民間立の劇

場・音楽堂等（収容人数100人規模以

上）で実施する舞台芸術の公演等に対

し、施設使用料の1/2相当額を補助する

もので、施設使用料総額に対し県1/4・

市1/4の割合で市内対象施設に対して補

助を行う。

公演実施に要する会場使用料の一部補

助

市内対象施設の管理者（宝塚

市文化財団）

Ⅲ-２．地域経済の活

性化
㉑いずれも該当しない R2.7 R2.12 4,608

宝塚市 52 単
宝塚市文化芸術活動再開

支援事業

①新型コロナウイルス感染症の拡大を

受け、舞台芸術や展覧会等の文化活動を

自粛・縮小せざるを得ない状況に置かれ

た団体に対し、公演・展覧会実施に係る

会場使用料の一部を補助することで、市

内の文化芸術の振興を図る。

公演・展覧会等実施に要する会場使用

料の一部補助

市内で文化活動を継続的に実

施している団体

Ⅲ-２．地域経済の活

性化

⑫文化芸術・スポー

ツ・コンテンツビジネ

ス

R2.7 R3.3 7,500

宝塚市 53 単
44

82
観光事業者支援補助金

①新型コロナウイルス感染症の感染拡

大が観光関連産業をはじめとする市内事

業者の経営に甚大な影響を与えているこ

とから、観光事業者等による感染症予防

のための取組や回復期を見据えた事業継

続のための取組などを緊急的に支援し、

市内観光事業者の売上回復、市中の感染

症予防を図る。

受入環境の整備、販路開拓、生産性向

上の取組、消費喚起に向けた事業等の

実施に必要な経費（ただし、消耗品は

除く）

観光関連事業者

Ⅱ-３．事業継続に

困っている中小・小規

模事業者等への支援

⑱新たな旅行 R2.8 R3.3 56,529

宝塚市 54 単 71
観光活性化キャンペーン

事業

①新型コロナウイルス感染症により甚

大な影響を受けた市内の宿泊事業者及び

小売店等の支援を目的に、観光活性化

キャンペーン事業と題した宿泊御礼キャ

ンペーンを実施し、各種広報・プロモー

ションを効果的に展開することで、観光

需要の回復や地域経済の再活性化を図

る。

補助金 市国際観光協会
Ⅲ-２．地域経済の活

性化
㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 95,000

宝塚市 55 単 消防総務事業

①消防活動時の感染防止対策を実施す

る中で、職員の安全衛生上必要となる装

備品を購入する

現場活動時着用の感染防止衣内に着用

する冷却用のハーネス及び保冷材等の

購入経費

Ⅰ-３．医療提供体制

の強化
㉑いずれも該当しない R2.6 R2.10 2,512

宝塚市 56 単 12

市長選挙事業の投票所等

における感染拡大防止対

策

①投票所等における新型コロナウイル

スの感染拡大防止

投開票所における感染拡大防止のため

の消耗品費

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
①３密対策 R2.7 R3.3 901

宝塚市 57 単
夏季休業短縮に伴う熱中

症対策事業

①学校夏季休業が新型コロナによる影

響のため短縮されることによる児童生徒

の熱中症対策

スポットクーラー購入

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.7 R2.9 3,960

宝塚市 58 単
夏季休業短縮に伴う熱中

症対策事業

①学校夏季休業が新型コロナによる影

響のため短縮されることによる児童生徒

の熱中症対策

ウォーターサーバー設置（3ヶ月）

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.8 R2.10 1,135

宝塚市 59 単
自主放送設備更新による

感染症対策事業

①学校での全校集会等による3密回避の

ために、放送設備を更新し、各普通教室

へ自主放送ができる環境を整える。

小中学校の放送設備更新、デジタルテ

レビ購入

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 90,055

宝塚市 60 単
長期休校等による学校図

書館活用対策事業

①長期休校による家庭学習での教育格

差解消のため、学校図書館の強化を図

り、読書活動推進を行う。

学校図書購入

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 71,686
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宝塚市 61 単 102
学校長期休業短縮に伴う

学校職員雇用維持事業

①小中学校の長期休業（夏季・冬季）

短縮に伴う学校職員（給食調理補助員・

看護師・事務職員・用務員）の勤務日数

増加に係る雇用を維持するため

職員報酬・旅費・職員手当増額分
学校職員（給食調理補助員・

看護師・事務職員・用務員）

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.7 R3.3 10,502

宝塚市 62 単 7 学校医等協力支援給付
①学校医等への定期健康診断等への協

力に対する支援給付。

新型コロナウイルス感染症対策におけ

る学校医への負担が増加することから

協力支援として給付する経費

学校医、学校歯科医
Ⅰ-３．医療提供体制

の強化
㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 6,850

宝塚市 63 単 12
公共的空間安全・安心確

保事業
①学校生活における感染拡大防止対策

学校で感染者が発生した場合の施設消

毒費用

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.6 R3.3 3,009

宝塚市 64 単 12 感染拡大防止対策事業 ①学校生活における感染防止対策 サーモグラフィーの購入費
Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.6 R3.3 4,900

宝塚市 65 単 給食事業
①新たな生活様式に対応するためより

衛生的な学校給食の実施を行う
施設修繕及び衛生管理に係る備品購入

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.7 R3.3 92,706

宝塚市 66 単 給食事業
①新たな生活様式に対応するためより

衛生的な学校給食の実施を行う

衛生的で効率的な調理作業のための施

設修繕

Ⅰ-１．マスク・消毒

液等の確保
㉑いずれも該当しない R2.7 R3.3 10,230

宝塚市 67 単 103
公立学校入出力支援装置

購入事業

①GIGAスクール構想により1人1台端末

を整備する予定であるが、障碍（がい）

のある児童生徒が端末を効果的に活用で

きるよう、一人ひとりに応じた入出力支

援装置を整備する。

備品購入費

Ⅳ-３．リモート化等

によるデジタル・トラ

ンスフォーメーション

の加速

㉑いずれも該当しない R2.9 R3.3 904

宝塚市 68 単 102

新型コロナウイルス対応

にかかる職員の時間外勤

務手当、特殊勤務手当

①新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、長期間にわたり学校を休業したこ

とをふまえ、子どもたちの学習保障を目

的として、長期休業日を短縮して授業を

実施する。

長期休業日短縮に伴い発生する介助員

等、学校司書、生活指導支援員の報

酬、職員手当、旅費

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 12,794

宝塚市 70 単 102
民間のオンライン学習支

援システムの導入

①臨時休業に伴う自学自習環境の充

実、履修カリキュラムの遅れの挽回、生

徒や保護者の不安感の解消という観点か

ら、オンライン学習支援システムを導入

する。

システム利用に係る経費

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 6,790

宝塚市 71 単 12 感染拡大防止対策事業
①教育総合センター等利用者の安全確

保
施設用備品

Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.7 R3.3 264

宝塚市 72 単 12 感染拡大防止対策事業
①教育総合センター等利用者の安全確

保
消耗品費

Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.7 R3.3 49

宝塚市 73 単 103
家庭学習のための通信機

器整備支援事業

①ICTの活用により児童生徒が家庭でも

学習できるように児童生徒に貸し出し可

能なモバイルルーターを整備する。

家庭学習のための通信機器整備支援事

業

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.9 R3.3 5,755

宝塚市 74 単 103
GIGAスクール構想への支

援事業

①国のＧＩＧＡスクール構想に基づ

き、タブレット端末（教職員用）を整備

する。

備品購入費

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

⑨教育 R2.9 R3.3 39,420
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宝塚市 75 単 102
学校の臨時休業に伴う学

習等への支援事業

①新型コロナウイルス感染拡大の影響

で、教育相談を受けに教育総合センター

に来館できない人のために、対面形式で

のカウンセリング相談を保障するために

教育総合センター内の1部屋にLAN配線工

事を行う。

施設修繕量・消耗品費

Ⅳ-３．リモート化等

によるデジタル・トラ

ンスフォーメーション

の加速

⑨教育 R2.7 R3.3 257

宝塚市 77 単

新型コロナウイルス対応

にかかる職員の時間外勤

務手当、特殊勤務手当

①新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、長期間にわたり学校を休業したこ

とをふまえ、子どもたちの学習保障を目

的とし長期休業日を短縮して授業を実施

する。夏16日・冬2日

長期休業日短縮に伴い発生する子ども

支援サポータ（心理相談員・別室登校

指導員）の報酬、旅費

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

⑨教育 R2.8 R3.3 3,940

宝塚市 78 単 12 公民館管理運営事業 ①公民館等利用者の安全確保 施設用備品、消耗品費
Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.7 R2.9 1,705

宝塚市 79 単 公民館管理運営事業

①受付での三密を回避するため、公民

館施設予約システム（東・西・中央3公

民館共通）を改修し、電子受付を推進す

る。

システム改修手数料
Ⅰ-６．情報発信の充

実
①３密対策 R2.10 R3.3 5,940

宝塚市 80 単 12
スポーツ施設管理運営事

業

①各スポーツ施設における感染防止対

策として、施設毎にサーモグラフィ及び

非接触体温計を配置し、体調不良者の早

期発見に努める。

サーモグラフィー及び非接触型体温計

の購入

Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.7 R2.9 1,754

宝塚市 81 単 12 中央図書館管理運営事業
①読書環境の充実を図る。市民の在宅

生活への支援。

新たに設置する図書館分室の図書購入

費

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.7 R2.9 17,000

宝塚市 82 単 12 中央図書館管理運営事業

①中央図書館（２分室１移動図書館含

む）利用者の安全確保のための実施体制

確保

図書館施設用備品
Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.7 R2.12 1,171

宝塚市 83 単 中央図書館管理運営事業
①在宅生活を支援するため、図書館の

館外の返却ポイントの整備を図る。

館外の返却ポイント（JR中山駅前）に

設置するカート収納式図書返却ポスト

の購入費

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.8 R2.9 260

宝塚市 84 単 中央図書館管理運営事業
①三密を避けた図書館利用の促進のた

め、来館者数を管理するため。

中央図書館本館に設置する来館者カウ

ンターの購入費

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.8 R2.9 308

宝塚市 85 単 12 西図書館管理運営事業
①図書館利用者の安全確保のための実

施体制確保
図書館施設用備品　1,135千円

Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.7 R2.12 1,135

宝塚市 86 単 西図書館管理運営事業
①三密を避けた図書館利用の促進のた

め、来館者数を管理するため。

西図書館本館に設置する来館者カウン

ターの購入費

Ⅰ-８．学校の臨時休

業等を円滑に進めるた

めの環境整備

㉑いずれも該当しない R2.8 R2.9 308

宝塚市 87 単 水道事業会計繰出
①市民生活を支援する目的で水道料金

の減免を実施

宝塚市水道事業会計に繰り出し、水道

料金の減免額に相当する額から兵庫県

営水道の受水費の減免額を控除した額

を交付対象経費とする。

水道事業会計
Ⅲ-２．地域経済の活

性化
㉑いずれも該当しない R2.8 R3.3 422,152
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宝塚市 89 単
病院事業会計への繰出・

補助
①帰国者・接触者外来の待合の設置

宝塚市立病院事業会計に繰り出し、帰

国者・接触者外来の拡充に要する費用

を交付対象経費とする。

病院事業会計
Ⅰ-２．検査体制の強

化と感染の早期発見
㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 1,254

宝塚市 90 単
病院事業会計への繰出・

補助
①医療従事者防疫手当支給

宝塚市立病院事業会計に繰り出し、医

療従事者防疫手当の支給に要する費用

を交付対象経費とする。

病院事業会計
Ⅰ-３．医療提供体制

の強化
㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 29,900

宝塚市 91 単
病院事業会計への繰出・

補助

①陰圧型スポット式環境改善装置の購

入

宝塚市立病院事業会計に繰り出し、医

療従事者を感染から防護する機器の購

入に要する費用を交付対象経費とす

る。

病院事業会計
Ⅰ-３．医療提供体制

の強化
㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 1,358

宝塚市 92 単
病院事業会計への繰出・

補助
①事業継続のための補助金の支出

宝塚市立病院事業会計に繰り出し、事

業継続に要する費用を交付対象経費と

する。

病院事業会計 Ⅱ-２．資金繰り対策 ㉑いずれも該当しない R2.4 R3.3 200,000

宝塚市 94 単 園芸の魅力発信事業

①外出機会を減らし、自宅でできる趣

味を模索する人が増える中で園芸の魅力

を新たな層に発信する。

委託料 宝塚市花き園芸協会
Ⅲ-２．地域経済の活

性化

⑫文化芸術・スポー

ツ・コンテンツビジネ

ス

R2.10 R3.3 3,980

宝塚市 95 単
末広中央公園放送設備設

置工事

①公園に放送設備を設置することで、

利用者に対し3密を避けるように注意喚

起を行う

放送設備設置
Ⅲ-２．地域経済の活

性化
㉑いずれも該当しない R2.10 R3.3 1,080
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