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新たな新型コロナウイルス感染症対策事業について 

 

Ⅰ 概要 

  栃木市では、第三次となる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金約６億円

を活用し、今年度新たに以下の事業に取り組んでまいります。 

これらの事業は、従来より新型コロナウイルス感染症対策事業の柱に掲げてまいりまし

た【市民の命を守る】【子育て環境を守る】【本市の産業を守る】【子どもたちの教育環境

を守る】【「新しい生活様式」への転換促進】に主眼を置くとともに、さらなる感染拡大を

防ぐことを目的に、議会各会派からの意見を反映し実施を決定したものであります。 

４月１４日（水）の市議会臨時会に当事業に係る補正予算案を上程する予定であり、可

決後は、適時適切な事業執行に努めてまいります。 

 

Ⅱ 新たな新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業 

 【市民の命を守る】  ～感染再拡大防止・生活支援～ 

  ・ＰＣＲ検査実施事業 50,000千円 

  ・生活困窮者支援事業  5,000千円 等 

 

【子育て環境を守る】  ～子育て世帯への支援～ 

  ・子育て世帯プラスサポート給付金支給事業 233,250千円 

  ・新生児未来応援特別給付金支給事業        42,220千円 

 

 【本市の産業を守る】  ～雇用の維持及び事業継続支援～ 

  ・緊急事態宣言対応一時支援補助金      60,000千円 

  ・事業所等新しい生活様式対応支援補助金 30,000千円 等 

 

 【子どもたちの教育環境を守る】 ～感染症リスク管理～ 

・小中学校感染防止対策支援事業              5,558千円 

・小中学校児童生徒用タブレットフィルタリング設定事業 42,170千円 等 

 

 【「新しい生活様式」への転換促進】 ～「新しい生活様式」への転換支援～ 

・サテライトオフィス開設支援事業補助金     9,100千円 

・栃木市国際交流協会オンライン環境整備事業 1,100千円 等 

 

  ※詳細は、別添「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（第三次交付分）

充当事業」参照 

 

【問合せ】 総合政策部 総合政策課  担当：早乙女・石橋  ℡：0282-21-2303 
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（第三次交付分）充当事業

単位：千円

名称 概要

庁舎管理費

　新型インフルエンザ感染症対策として、感染症予防のための資材を庁舎等の施設に配
布し、感染及び感染拡大への予防を徹底する。

【内訳】
　・消耗品（消毒薬、ペーパータオル等） 700,000円

700 700
当初予算

（交付金充当
補正）

庁舎管理費

　新型インフルエンザ感染症対策として、感染症予防のための資材を庁舎等の施設に配
布し、感染及び感染拡大への予防を徹底する。

【内訳】
　・消耗品（消毒薬、ペーパータオル等） 2,654,000円

2,654 2,654 臨時議会

市民交流センター施設管理費
　市民交流センターは、利用者が多く、また、優先的に開設する避難所として指定され
ており、収容人数も多くなると見込まれることから、南玄関入口（２箇所）、北側入口
（１箇所）にサーモグラフィーを設置し、利用者や避難者の感染機会の削減を図る。

地域政策課

担当：青木
電話：24-0352

396 396 臨時議会

民生委員児童委員活動費

　民生委員児童委員による地域の見守り活動等は、コロナ禍においても感染防止対策を
講じたうえで活動を継続している状況である。
　今後も同様の対策を講じた上での活動が必要となることから、感染防止対策物品の配
付を行い、対策の徹底を図るもの。

【内訳】
　・消耗品（マスク、消毒薬、除菌シート等）984,000円

福祉総務課

担当：熊谷
電話：21-2201

984 984 臨時議会

大平地域福祉センターふるさ
とふれあい館管理運営費

　栃木市社会福祉協議会に指定管理業務を委託している大平地域福祉センターふるさと
ふれあい館では、地域福祉活動の推進を目的に貸館業務等を実施している。
　現在は、指定管理者において感染防止対策を講じて業務を行っているが、より一層の
感染防止対策を図るため、市予算にて感染防止対策物品を購入するもの。

【内訳】
　・空気清浄機、加湿器、スタンド式非接触型検温器等　522,000円

福祉総務課

担当：熊谷
電話：21-2201

522 522 臨時議会

生活困窮者支援事業
　新型コロナウイルス感染症の影響により生活困窮状態に陥っている方を支援するた
め、社会福祉協議会と連携し、フードバンク事業を強化するとともに日用品を無料で提
供する。

福祉総務課

担当：鈴木
電話：21-2211

5,000 5,000 臨時議会

あいあいプラザ管理運営費

　あいあいプラザは、地域福祉活動の推進を目的に乳幼児から高齢者まで幅広い世代に
地域交流の場として利用されている。
　新型コロナウイルス感染症対策をより一層徹底し、業務を継続していくため、感染防
止対策物品を購入するもの。

【内訳】
　・空気清浄機、加湿器、消毒用ディスペンサー等　286,000円

福祉総務課

担当：熊谷
電話：21-2201

286 286 臨時議会

項目

Ⅰ．市民の命を守る

予算措置総事業費
臨時交付金
充当額

管財課

担当：成松
電話：21-2606

事業
所管課
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名称 概要
項目 予算措置総事業費

臨時交付金
充当額

事業
所管課

高齢者ふれあい相談員事業

　高齢者ふれあい相談員による高齢者世帯の見守り活動は、市から感染防止対策物品を
配付しておらず、各自にお願いをしている状況である。
　今後も継続して週１回程度の安否確認をお願いするに当たっては、感染防止対策を徹
底する必要があるため、感染防止対策物品を購入し高齢者ふれあい相談員に供与するも
の。

【内訳】
　・消耗品（マスク、消毒薬、除菌シート等）　1,100,000円

高齢介護課

担当：北村
電話：21-2249

1,100 1,100 臨時議会

新型コロナワクチン接種に係
る高齢者の移動支援事業

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施されるワクチン接種につい
て、自家用車等により接種会場までの移動が困難な高齢者の移動手段を確保し、ワクチ
ン接種率の向上を図るため、タクシー券を交付し料金の一部を助成する。

【内訳】
　・タクシー券　一人2,000円（500円×4枚（2回接種のため、会場までの2往復分））
  　　2,000円×12,000人＝24,000,000円
　・印刷製本費、郵送料等　1,470,000円

　※対象者：75歳以上の独居または高齢者のみの世帯の者  12,000人

高齢介護課

担当：寺内
電話：21-2242

25,470 25,470 臨時議会

新型コロナワクチン接種に係
る手話通訳派遣事業

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施されるワクチン接種の問診
などの際に、手話通訳を希望する聴覚障がい者に対して手話通訳者を派遣するもの。
（事前申込制）

障がい福祉課

担当：関口
電話：21-2205

840 840 臨時議会

ＰＣＲ検査実施事業

　新型コロナウイルス感染症の感染を未然に防止するために、地域で活動する民生委員
児童委員や介護保険施設・障害児者施設等の職員を対象としたＰＣＲ検査を、年２回
（６月・９月）定期的に実施する。
　また、保育園や幼稚園、学校等において感染が発覚した場合、拡大を防止するため、
法定のＰＣＲ検査対象外とされた園児、児童、生徒及び教職員等に対し、必要に応じて
ＰＣＲ検査を実施する。
　併せて、市職員についても同様の取り扱いとする。

【定期検査】
　・民生委員児童委員
　・障害児者施設職員
　・介護事業所職員
　・高齢者ふれあい相談員

【感染拡大防止】
　・保育園、幼稚園、学童保育施設の児童、園児、職員等
　・小中学校の児童、生徒、教職員等
　・市職員
　※民間の保育施設、幼稚園、学校等についても検査対象とする。

新型コロナウイルス
感染症対策室

担当：小島
電話：21-2147

50,000 50,000 臨時議会

図書館本の除菌機整備事業 　本の除菌機を市図書館に導入し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る。

生涯学習課

担当：宇津野
電話：21-2492

1,320 1,320 臨時議会

Ⅰ．市民の命を守る
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名称 概要
項目 予算措置総事業費

臨時交付金
充当額

事業
所管課

文化施設等感染症対策事業費

　文化会館、資料館、歌麿館において、基本的な感染症対策の徹底を図る上で必要とな
る消毒液など保健衛生用品等の整備を行い、安心安全な貸館の環境を整える。

【内訳】
　・消耗品（マスク、消毒薬、除菌シート等）　202,000円

文化課

担当：木嶋
電話：21-2495

202 202 臨時議会

感染症対策資機材購入事業

　感染症対策資機材を購入し、隊員の二次感染による消防力の低下を防ぎ消防業務の継
続を図る。

【内訳】
　・感染防止衣、感染症防護対策キット、エマージェンシーシールド等　1,194,000円

消防第二課

担当：小林
電話：22-0119
ガイダンス５番

1,194 1,194
当初予算

（交付金充当
補正）

90,668 90,668

子育て世帯プラスサポート給
付金支給事業費

　新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少・支出の増加で厳しい状況にある子育
て世帯に対して、安心して子育てができるよう生活を応援するため、一時金を支給す
る。［令和2年度実施事業の再支給］

【内訳】
　・給付金　232,000,000円（20,000円×11,600世帯）
　・消耗品・郵便料・委託料　1,250,000円

※令和3年6月30日時点で栃木市に住民登録されている中学生（平成18年4月2日以降生ま
れ）以下の子どもがいる世帯を対象。

子育て支援課

担当：原
電話：21-2288

233,250 233,250 臨時議会

新生児未来応援特別給付金
支給事業費

　新型コロナウイルス感染症による不安な社会状況のなかで誕生した新生児を持つ家庭
に対して、安心して子育てができるよう生活を応援するため、一時金を支給する。［令
和2年度実施事業の延長］

【内訳】
　・新生児未来応援臨時特別給付金
　　45,000,000円（50,000円×900人）
　・消耗品費、郵便料　　220,000円

※令和3年4月1日から令和4年4月1日（同一学年を単位とする）までに出生した新生児を
養育しているものが対象。

子育て支援課

担当：原
電話：21-2288

45,220 42,220 臨時議会

278,470 275,470

Ⅰ．市民の命を守る

小計　（Ⅱ．子育て環境を守る）

Ⅱ．子育て環境を守る

小計　（Ⅰ．市民の命を守る）

3



R3.4.13定例記者会見資料【総合政策課】

名称 概要
項目 予算措置総事業費

臨時交付金
充当額

事業
所管課

緊急事態宣言対応一時支援補
助金

　国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の売上減少要件（2019年又は2020
年比で1月、2月又は3月の売上が50％以上減少）を満たさない市内事業者に対し、補助を
行うもの。

【内訳】
　・対象事業者600件×定額100,000円＝60,000,000円

商工振興課

担当：渡邊
電話：21-2371

60,000 60,000 臨時議会

令和3年度中小企業緊急資金
利子補助金

　新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化している市内中小企業に対し、令
和3年度に融資実行した「栃木市中小企業緊急景気対策特別資金」の償還に伴い生じる利
子を補助する。

商工振興課

担当：渡邊
電話：21-2371

15,980 15,980 臨時議会

事業所等新しい生活様式対応
支援補助金

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に取り組みながら営業を継続する事業者や
福祉等事業所を支援するため、感染防止対策として設備導入や備品購入等を行った市内
事業者及び福祉等事業所に対し、費用の一部を補助する。

【内訳】
　・補助金　300,000円×100件＝30,000,000円
　　（補助対象経費の2/3、上限300,000円、下限20,000円）

商工振興課

担当：渡邊
電話：21-2371

30,000 30,000 臨時議会

農業者応援米消費推進事業

　緊急事態宣言等による外食用の米の需要が減り、在庫米が増えたことによる米価の価
格低迷が続く中、今後さらなる米価格の下落が見込まれる。
　そこで、米生産者の経営意欲の推進のため、米の生産者に対し作付け面積に応じた支
援。栃木市産米のPRを兼ね、医療従事者に対し米を贈呈するとともに、児童虐待の状況
にある、養育支援施設「子供の居場所」、地域の子供たちに低価格で食事を出す「子供
食堂」、「栃木市フードバンク」に米を贈呈する。

【内訳】
　　農業再生協議会負担金　   17,000,000円×一式
　　・米生産者
　　　　　1,200ha  1,000円/10ａ＝ 12,000,000円
    ・医療従事者（印刷代含む）
　　　　　3,500人　1,115円/2㎏ ＝ 3,902,500円
　　・栃木市フードバンク（印刷代含む）
　　　　        　 23袋×11,250円/30㎏ ＝ 258,750円
　　・養育施設（一般的な紙袋）
　　　　　4施設　　8袋×11,250円/30㎏ ＝ 90,000円
　　・配送費用　   748,750円×一式 ＝  748,750円

農業振興課

担当：牧島
電話：21-2385

17,000 17,000 臨時議会

インドア花いっぱい応援事業

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、花きの需要が不安定な状況の中、花を
飾ることによってストレス緩和や生産性を高める効果が期待されることから、主に地元
生産者が育てる花き等を購入し市内保育施設等へ年５回程度配布するもの。

【内容】
　・配布花き：コチョウラン、ビオラ、シクラメン、カーネーション、バラ　等
　・配布予定時期：６、９、１０、１２、２月
　・配布先：市内の保育園、認定こども園、小規模保育施設 他４０か所

農業振興課

担当：中村
電話：21-2382

4,700 4,700 臨時議会

学校給食事業

　地場産品である肉牛を給食に取り入れることにより、肉牛生産者の支援を行うと同時
に、食育の推進を図る。

【内訳】
　・栃木市産和牛購入費　2,000,000円

保健給食課

担当：石塚
電話：21-2480

2,000 2,000
当初予算

（交付金充当
補正）

129,680 129,680

Ⅲ．市の産業を守る

小計　（Ⅲ．市の産業を守る）
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名称 概要
項目 予算措置総事業費

臨時交付金
充当額

事業
所管課

小学校感染症対策事業

　小学校において基本的な感染症対策の徹底を図る上で必要となる消毒薬など保健衛生
用品等の整備を行う。

【内訳】
　・消耗品（手指消毒薬、施設用消毒薬等） 501,00円

501 501
当初予算

（交付金充当
補正）

中学校感染症対策事業

　中学校において基本的な感染症対策の徹底を図る上で必要となる消毒薬など保健衛生
用品等の整備を行う。

【内訳】
　・消耗品（手指消毒薬、施設用消毒薬等） 267,00円

267 267
当初予算

（交付金充当
補正）

小学校感染防止対策支援事業

　各小学校の環境等に応じた感染対策を早急かつ柔軟に講じるため、各小学校にて必要
な感染防止対策物品を購入できる環境を整備し、感染拡大を防ぐとともに学校教育活動
の継続を図る。

【内訳】
　・児童一人あたり500円×7,296人＝3,648,000円

3,648 3,648 臨時議会

中学校感染防止対策支援事業

　各中学校の環境等に応じた感染対策を早急かつ柔軟に講じるため、各中学校にて必要
な感染防止対策物品を購入できる環境を整備し、感染拡大を防ぐとともに学校教育活動
の継続を図る。

【内訳】
　・児童一人あたり500円×3,820人＝1,910,000円

1,910 1,910 臨時議会

小学校児童用タブレットフィ
ルタリング設定事業

　小学校の臨時休業等の期間中も切れ目ない学習環境を提供するために整備したタブ
レット端末について、児童が安全な環境で使用できるよう全ての端末にフィルタリング
ソフトを設定するもの。

27,771 27,771 臨時議会

中学校生徒用タブレットフィ
ルタリング設定事業

　中学校の臨時休業等の期間中も切れ目ない学習環境を提供するために整備したタブ
レット端末について、生徒が安全な環境で使用できるよう全ての端末にフィルタリング
ソフトを設定するもの。

14,399 14,399 臨時議会

小学校普通教室等大型モニ
ター設置事業

　ＧＩＧＡスクール構想により児童一人一台の端末が貸与され、令和３年４月から学校
において活用することになる。
　その際、児童が画面情報を共有する等の際に必要な大型モニターについては、現在、
小中学校の全教室の約７割の配備に留まっている。
　今後、新型コロナウイルス感染症の再拡大等で学校が臨時休校となった場合、ビデオ
会議システムを活用して、健康観察や授業等を行うこととなるが、その際教員が児童と
大型モニターを介して授業等を行うため、現在不足している大型モニターとスタンドを
配備するもの。

38,415 38,415 臨時議会

中学校普通教室等大型モニ
ター設置事業

　ＧＩＧＡスクール構想により生徒一人一台の端末が貸与され、令和３年４月から学校
において活用することになる。
　その際、生徒が画面情報を共有する等の際に必要な大型モニターについては、現在、
小中学校の全教室の約７割の配備に留まっている。
　今後、新型コロナウイルス感染症の再拡大等で学校が臨時休校となった場合、ビデオ
会議システムを活用して、健康観察や授業等を行うこととなるが、その際教員が生徒と
大型モニターを介して授業等を行うため、現在不足している大型モニターとスタンドを
配備するもの。

10,362 10,362 臨時議会

97,273 97,273

学校施設課

担当：松島
電話：21-2463

学校施設課

担当：松島
電話：21-2463

学校施設課

担当：松島
電話：21-2463

保健給食課

担当：大塚
電話：21-2296

小計　（Ⅳ．子どもたちの教育環境を守る）

Ⅳ．子どもたちの教育
環境を守る

5



R3.4.13定例記者会見資料【総合政策課】

名称 概要
項目 予算措置総事業費

臨時交付金
充当額

事業
所管課

栃木市国際交流協会オンライ
ン環境整備事業

　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、本市国際交流協会主催の各種会議や
イベントのほか、同協会事務室外での翻訳・通訳をオンラインで実施できるよう、その
環境整備費用（ノートパソコン、タブレット等）の一部を補助するもの。

総合政策課

担当：江部
電話：21-2301

1,100 1,100 臨時議会

情報端末管理費

　本庁及び総合支所におけるWeb会議環境を整え、職員への感染症拡大防止を図ること
で、新型コロナ感染症対策に必要な様々な施策を実施する。

【内訳】
　・無線アクセスポイント、プロジェクター及びスクリーン等　1,388,000円

情報システム課

担当：飯塚
電話：21-2561

1,388 1,388 臨時議会

まちなか定住促進住宅新築等
補助事業

　現在のIJU（移住）補助金に規定されている勤労者加算（市内勤労者10万円、市外勤労
者5万円の加算）について、勤務形態として新たにテレワークする方を対象に20万円を加
算する。

地域政策課

担当：奈良部
電話：21-2453

1,000 1,000
当初予算

（交付金充当
補正）

サテライトオフィス開設支援
事業補助金

　新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、栃木市内にサテライトオフィスや事業所等
を新規に開設する事業者に対し、改修費用の一部を補助する。

【内訳】
　・宣伝広告料 100,000円
　・補助金　 3,000,000円×1事業所＝3,000,000円

3,100 3,100
当初予算

（交付金充当
補正）

サテライトオフィス開設支援
事業補助金

　新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、栃木市内にサテライトオフィスや事業所等
を新規に開設する事業者に対し、改修費用の一部を補助する。

【内訳】
　・補助金　3,000,000円×2事業所＝6,000,000円

6,000 6,000 臨時議会

12,588 12,588

608,679 605,679新型コロナウイルス感染症対策事業　合計

Ⅴ．「新しい生活様
式」への転換促進

小計　（Ⅴ．「新しい生活様式」への転換促進）

商工振興課

担当：高久
電話：21-2371
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