
岩手県花巻市

１　令和2年度地方創生臨時交付金交付決定額

第1次交付決定額 388,928,000円

第2次交付決定額 1,243,889,000円

第3次交付決定額 170,842,000円

合計 1,803,659,000円

２　充当事業一覧（事業費は令和2年度に執行した事業費及び令和3年度に繰越を行った事業費の合計）
実績額（円）

1 障がい者介護支援事業
障がい者地域生活支援
事業費

重度の障がい者の介護を行う世帯及び施設職員に
対し、感染症対策として布製マスクを配布する。ま
た、購入先を障がい者就労継続支援事業所とする
ことで、利用者の工賃を確保し支援につなげる。

特別障がい者手当受給88世帯、障が
い児福祉手当受給44世帯、障がい者
支援施設職員等

Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

R2.6.18～
R2.8.13

330,000 330,000 0

布マスクを配布することにより、重度
の障がい者や介護者の感染リスク
の低減を行うことができた。また、就
労継続支援事業所から購入したこと
により、利用者の工賃確保につな
がった。

2 広報活動事業 広報活動事業費
新型コロナウイルス感染症についての市民への情
報提供（Ｒ2.4～Ｒ3.3）

市民
Ⅰ-６．情報発信

の充実
R2.4.9～
R3.4.12

11,882,804 11,882,804 0

広報誌やコミュニティFMで、国・県・
市が行う新型コロナウイルス感染症
対策について情報発信を行うことに
より、全世帯に感染防止や経済的
支援など市民の生活を守るために
必要な情報を届けることができた。

3 雇用維持緊急対策事業
雇用維持緊急対策事業
費

新型コロナウイルス感染症による事業縮小や休業
を余儀なくされた市内事業所の雇用維持と事業継
続を支援する。

雇用安定助成金申請者
Ⅱ-１．雇用の維

持
R2.7.31～
R3.3.31

4,557,734 4,557,734 0

国の雇用調整助成金を活用した事
業者に対して上乗せ補助を行ったこ
とにより、コロナ禍における事業継
続の支援が図られた。

4 中小企業振興融資事業
中小企業振興融資事業
費

中小企業振興融資利子補給補助金（国・県の制度
が確立するまでの間に融資実行したものについて、
3年間全額利子補給）

市内事業者
Ⅱ-２．資金繰り

対策
R2.4.1～
R3.3.31

14,916,015 14,916,015 0
コロナ禍の影響を受け、資金を必要
とする事業者への円滑な資金供給
に寄与できた。

5 中小企業持続支援事業 中小企業持続支援事業
国の持続化給付金の円滑な申請を支援するため、
申請のサポート体制を市独自で整備する。

市内事業者

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

R2.5.12～
R2.7.22

2,216,720 2,216,720 0

オンライン申請が困難な事業者の申
請を支援したことで、該当事業者が
国の支援をスムーズに受けることが
できた。

6 中小企業持続支援事業 中小企業持続支援事業
新型コロナウイルス感染症により特に影響を受けて
いる市内事業者（飲食業、サービス業、小売業）へ
家賃を補助する。

市内中小事業者

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

R2.4.27～
R3.3.24

66,886,880 23,314,000 40,045,000 3,527,880

コロナ禍の影響により売り上げが減
少した事業者の固定経費の一部を
支援することで事業継続が図られ
た。

7 観光関連業者支援事業 観光情報発信事業
花巻観光協会会員の事業経営が深刻な影響を受
けているため、花巻観光協会の会費分を支援する

一般社団法人花巻観光協会員

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

R2.5.15～
R3.3.31

7,300,000 7,300,000 0

花巻観光協会の会費分を支援した
ことで、会員の経費負担が軽減され
るとともに、観光協会の運営の支援
につながった。

8 観光情報発信事業 観光情報発信事業
市の物産品の売上向上を目的として、花巻観光協
会の物産にかかるHPの再構築、WEB広告、WEB
ショップ関連物品購入等の費用を補助

一般社団法人花巻観光協会員

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

R2.5.15～
R3.3.31

5,000,000 5,000,000 0

花巻観光協会のWEB環境充実に支
援をしたことにより、コロナ禍での物
産品販売の促進や観光PRの推進を
図ることができた。

9
観光・物産事業者等緊
急対策事業費

観光・物産事業者等緊
急対策事業費

市内温泉施設及び物産利用促進と市民へのリフ
レッシュの機会提供のため、温泉宿泊施設の利用
助成及び利用助成制度のPR代

市民及び市内事業所に勤務する者（6
月、8月）
県民及び県内事業所に勤務する者（7
月、9月～3月）

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

R2.6.19～
R3.5.31

621,806,200 358,886,681 198,479,000 64,440,519

温泉宿泊施設の利用助成及び利用
助成制度のPRを行ったことで、コロ
ナ禍での市民のリフレッシュの機会
が提供されたとともに、宿泊施設等
においては、県外からの入込の減
少分を補う支援となった。

事業の効果

令和２年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業に係る効果検証結果

国庫補助金
(臨時交付金以

外)
県補助金 地方債 その他 一般財源

事業の対象

臨時交付金
充当額

Ｎｏ
実施計画掲載
事業名

事業概要 事業区分 実施期間
事業費

市の予算事業名
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岩手県花巻市

実績額（円）

事業の効果
国庫補助金

(臨時交付金以
外)

県補助金 地方債 その他 一般財源

事業の対象

臨時交付金
充当額

Ｎｏ
実施計画掲載
事業名

事業概要 事業区分 実施期間
事業費

市の予算事業名

10
観光施設等感染症予防
対策事業

観光施設感染症予防対
策事業費

緊急事態宣言が岩手県にまで拡大されたことを受
け、大型連休中に市内宿泊施設や日帰り温泉施
設、立ち寄り施設に休業の協力依頼を行い、依頼に
応じた事業者に協力金を支給することにより感染拡
大防止を図る。

市内事業者

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

R2.4.29～
R2.6.24

10,500,000 10,500,000 0

市の休業依頼に応じて休業した関
係業者に対し、支援金を給付したこ
とで、感染リスクの軽減を図ることが
できた。

11
観光施設等感染症予防
対策事業

観光・物産事業者等緊
急対策事業費

市の休業協力依頼により大型連休中に市内宿泊施
設等が休業したことに関連して休業した関係業者に
対し、休業関連支援金を支給する。

市内宿泊施設への休業協力により関
連して影響を受けた市内物販業者等

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

R2.6.18～
R2.6.24

9,020,000 9,020,000 0

市の休業依頼に応じて休業した宿
泊施設等の関係業者に対し、支援
金を給付したことで、休業期間の損
失を軽減し、経営の継続を支援する
ことができた。

12
肥育経営安定緊急支援
事業

肥育経営安定緊急支援
事業費

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）
の交付（生産費と販売金額の差額９割）を受けた農
家に対し、本来農家が負担する残りの１割を市が上
乗せして補助する。

市内の肉牛畜産農家

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

R2.4.1～
R3.4.6

13,926,474 13,926,474 0

差額の9割分の補てん金に、1割分
を上乗せ補助したことにより、肉用
肥育牛生産者の生産意欲の継続と
経営の安定化を図ることができた。

13
市内小売業等事業継続
支援進事業

中小企業持続支援事業
費

新型コロナウイルス感染症により売り上げが減少し
た市内小売業等の一刻も早い売上回復と事業継続
を支援するため、市内の中小企業者等において
「PayPay」を利用した際に20％分のPayPayボーナス
を還元する。

市内小売業者等において、QRコード
決済を利用した消費者

Ⅲ-２．地域経済
の活性化

R2.6.24～
R3.5.31

255,144,184 255,144,184 0

外出自粛による消費低迷を緩和し、
地場事業者の売り上げ向上とキャッ
シュレス化の促進を同時に図ること
ができた。

14
観光関連事業継続支援
事業

観光・物産事業者等緊
急対策事業費

市の観光施設の休館に伴い影響を受けた周辺施設
事業者（飲食店やお土産屋等）に対する事業継続を
支援する。

市観光施設周辺の事業者
Ⅲ-２．地域経済

の活性化
R2.7.10～

R2.8.7
1,400,000 1,400,000 0

観光施設の休館に伴い影響を受け
た事業者に対し、支援金を給付した
ことで、経営に要する経費の負担を
軽減し、経営の継続を支援すること
ができた。

15 公共施設再開支援業務
感染症対策緊急支援事
業

市庁舎および管理施設等における感染症予防・拡
大防止用品（マスク、消毒液、フェイスシールド）及
び周知用消耗品等の購入

市役所他関連施設や介護施設、障が
い者施設、保育園、学童クラブ、富士
大学等

Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

R2.5.15～
R3.4.16

40,649,549 17,012,177 759,000 22,878,372

マスクや消毒液等を確保し、市関連
施設、教育関係施設、高齢者施設
等に配置し感染対策を強化したこと
により、感染リスクの低減につなげ
ることができた。

16
感染症予防緊急対策事
業

感染症対策緊急支援事
業

庁舎等における感染症予防・拡大防止用備品等の
購入及び設備改修等（予防対策物品購入、窓口仕
切り板設置、ｻｰﾓカメラ設置、手洗器自動水洗化、
電話交換機改修、公用バス対策）

花巻市役所庁舎
Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

R2.5.15～
R3.4.16

39,081,734 39,081,734 0

庁舎をはじめ公共施設に消毒液な
どの予防対策物品、窓口仕切り板、
サーモカメラ、トイレの手洗器自動
水洗、電話交換機改修、公用バスに
空気清浄機を設置したことにより、
感染リスクの低減を行うことができ
た。

17 災害用物資備蓄事業 災害用物資備蓄事業費

①　災害時の避難所開設にかかる感染症予防対策
のため、必要な物品）（ダンボールベッド、屋内用テ
ント、間仕切りパーティション、ガウン、衛生物資用
ボックス、衛生物資運搬用台車、ペット用サークル、
防災倉庫、組み立て式トイレ、オストメイトトイレ）等
の調達

市内３５指定緊急避難場所
Ⅳ-４．公共投資
の早期執行等

R2.7.9～
R3.3.31

40,003,557 40,003,557 0

指定緊急避難場所の感染症対策物
品を充実させたことにより、感染症
対策を講じながら避難者を受け入れ
る環境を整えることができた。

18
消防・救急救助充実強
化事業

消防・救急救助充実強
化事業

救急活動及び消防救助活動に関する感染予防対
策に係る感染症予防資器材（オゾンガス発生装置、
救急活動用消耗品、消防救助活動用資器材ほか）
の購入

消防職員、市民
Ⅰ-３．医療提供

体制の強化
R2.6.16～
R3.3.31

33,673,970 33,673,970 0

除染装置や消防救助活動用資器材
の購入により、職員の感染拡大防
止及び市民サービスの低下を防ぐこ
とができた。また、救急活動等に使
用する感染防止資器材の備蓄によ
り、入手困難であった時期において
も、支障なく業務継続を遂行すること
ができた。

19 勤労者福祉向上事業 勤労者福祉向上事業費

新型コロナウイルス感染症により就学が困難となっ
た学生の保護者に対し、勤労者貸付資金（教育資
金）の預託枠を拡充するほか、令和2年度中に融資
を受けた者へ最長3年間、利子を全額補給する。
　また、市内に住所を有する勤労者で新型コロナウ
イルス感染症の影響により臨時又は緊急に資金を
必要としている者に対し、生活安定に要する資金を
500千円を限度に融資する。

新型コロナウイルス感染症により就学
が困難となった学生の保護者等

Ⅱ-４．生活に
困っている世帯
や個人への支援

R2.6.19～
R3.4.23

40,203,296 203,296 40,000,000 0

進学や就学のために必要な資金の
融資を受けた者に対して利子補給を
行ったことにより、経済的負担を軽
減することができた。
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実績額（円）

事業の効果
国庫補助金

(臨時交付金以
外)

県補助金 地方債 その他 一般財源

事業の対象

臨時交付金
充当額

Ｎｏ
実施計画掲載
事業名

事業概要 事業区分 実施期間
事業費

市の予算事業名

20
消防団員感染予防強化
事業

消防団員育成強化事業
費

消防団員の現場及び避難所での活動時の感染予
防等に係る物品（消毒液）の購入

花巻市消防団員
①-Ⅰ-３．医療提

供体制の強化
R2.8.6～
R2.8.31

215,050 215,050 0

消防団員が活動する際の感染予防
対策を徹底したことにより、感染症
の発生・まん延の防止を図ることが
できた。

21
公共交通事業者緊急支
援金事業

公共交通事業者緊急対
策事業費

感染症拡大の影響を受けている交通事業者（乗合
バス事業者及びタクシー業者）に対して、事業を継
続するための費用の一部を給付する。

市内に本社、支店、営業所を有する乗
合バス事業者１社、タクシー業者１４社

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

R2.9.15～
R2.10.23

35,500,000 35,500,000 0

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、利用者が大幅に減少し、事業
者の経営環境が急激に悪化した
中、事業継続に必要な支援をしたこ
とにより、事業が継続され、地域公
共交通の確保が図られた。

22
緊急小口資金・総合支
援資金利用者支援事業

はなまき暮らしの継続応
援事業費

社会福祉協議会の緊急一時的な貸付である「緊急
小口資金」及び「総合支援資金」の特例貸付を受け
た者に対し、支援金の交付を行うことにより、生活の
不安を解消し、安定した生活の継続を図っていただ
くことを目的に、「緊急小口資金」及び「総合支援資
金」の特例貸付利用総額に対する一部を補助（補
助率40％）

新型コロナウイルス感染症の影響によ
る休業等を理由に「緊急小口資金」及
び「総合支援資金」の特例貸付を受け
た者

Ⅱ-４．生活に
困っている世帯
や個人への支援

Ｒ2.10.6～
R3.3.31

14,340,336 14,340,336 0

緊急小口資金や総合支援資金の特
例貸付利用者に対し、支援金を交
付したことにより、対象者における安
定した生活の継続を支援することが
できた。

23
はなまき子育て応援特
別給付金事業

子育て応援特別給付金
給付事業費

「特別定額給付金」は令和2年４月27日に各自治体
の住民基本台帳に登録されている市民を対象とし
ており、４月28日以降に生まれた乳児は特別給付
金の対象となっていないことから、４月２８日以降今
年度中に生まれた乳児に5万円の給付を行うことに
より、乳児の養育に寄与。

令和２年４月２８日から令和３年３月３
１日に生まれた乳児の保護者

Ⅱ-４．生活に
困っている世帯
や個人への支援

R2.8.1～
R3.4.30

24,023,152 23,623,152 400,000

特別定額給付金の基準日の翌日以
降に生まれた児童を養育する保護
者に給付金を支給したことにより、コ
ロナ禍における対象世帯の生活を
支援することができた。

24
公立学校情報機器整備
費補助金

小学校学習用端末整備
事業費

「GIGAスクール構想」の実現のため、高速大容量の
通信ネットワークを前提とした児童1人1台端末（タブ
レット及びソフトウェア）を整備する。

市内小学校の児童
Ⅳ-４．公共投資
の早期執行等

R2.12.17
～Ｒ3.7.26

297,825,868 195,941,306 99,035,430 2,849,132

タブレット端末を整備したことにより、
新型コロナウイルス感染症による休
校等にも自宅でオンライン学習を実
施することができるようになった。

25
公立学校情報機器整備
費補助金

中学校学習用端末整備
事業費

「GIGAスクール構想」の実現のため、高速大容量の
通信ネットワークを前提とした生徒1人1台端末（タブ
レット及びソフトウェア）を整備する。

市内中学校の生徒
Ⅳ-４．公共投資
の早期執行等

R2.12.17
～Ｒ3.7.26

175,174,132 70,587,562 104,586,570 0

タブレット端末を整備したことにより、
新型コロナウイルス感染症による休
校等にも自宅でオンライン学習を実
施することができるようになった。

26
認可外保育施設保育料
返還支援事業

保育サービス向上支援
事業費

新型コロナウイルス感染症防止の観点から市が登
園自粛を要請したことに伴い、認可外保育施設の登
園を控えた子どもの保護者に対し、施設が当該欠
席分の保育料を日割り返還する費用を支援。

認可外保育施設利用者等
Ⅱ-４．生活に

困っている世帯
や個人への支援

R2.10..1～
R2.10.23

34,040 34,040 0

認可外保育施設の保育料返還費用
を支援したことにより、感染リスクを
低減した施設運営を図ることができ
た。

27
幼稚園等２歳児保育料
返還支援事業

幼稚園教育環境充実事
業費

新型コロナウイルス感染症防止の観点から市が登
園自粛を要請したことに伴い、登園を控えた幼稚園
及び認定こども園（教育利用）を利用する２歳児の
子ども（当該年度において満３歳の誕生日を迎える
までの子ども）の保護者に対し、施設が当該欠席分
の保育料を日割り還付する費用を支援

私立幼稚園利用者等

Ⅰ-８．学校の臨
時休業等を円滑
に進めるための

環境整備

R2.10.28
～

R2.11.26
1,010,684 140,630 870,000 54

幼稚園等の保育料返還費用を支援
したことにより、感染リスクを低減し
た施設運営を図ることができた

28
準要保護児童生徒就学
援助事業

就学援助事業費

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減
少し就学困難となった世帯へ就学費用を支給するこ
とにより、義務教育の円滑な実施に資することを目
的とする。

準要保護者　7名

Ⅰ-８．学校の臨
時休業等を円滑
に進めるための

環境整備

R2.8.6～
R3.3.24

1,042,046 576,000 466,046
準要保護世帯に給付金を支給した
ことにより、コロナ禍における対象世
帯の生活を支援することができた。
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29
無線システム普及支援
事業費等補助金

光通信環境整備事業費

光情報通信環境未整備の地域の情報通信環境を
改善し、新型コロナウイルス感染症対策によるテレ
ワークや学校休業に伴う自宅学習など、全市民が
格差なく受けることができる環境を整備する。

民間情報通信事業者
Ⅳ-４．公共投資
の早期執行等

R2.9.10～
R4.3.31

183,705,625 81,605,625 102,100,000 0

光通信環境の未整備地域を解消す
ることにより、全市民が新型コロナの
影響による自宅学習やテレワークに
対応できる環境が整ったとともに、
市のHP等最新の情報をいつでも格
差なく取得できるための環境が整っ
た。

30
清掃センター感染防止
事業

一般行政経費（清掃セン
ター）

清掃センター職員（不燃ごみ、資源ごみ処理施設）
の感染防止対策消耗品（防塵マスク、防護服）の購
入

清掃センター職員
Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

R2.9.10～
R3.3.19

1,012,000 1,012,000 0
感染防止対策の消耗品の調達によ
り、清掃センターの対策の徹底とリ
スク低減を行うことができた。

31 職業人材育成事業 職業人材育成事業費

インターンシップが実施できない状況を踏まえて、イ
ンターンシップを希望している学生を対象として、市
内事業所の職場や工場内を紹介するオンライン企
業説明会を大学と連携して実施し、専攻に沿った業
界や職種への理解が深めるとともに、市内企業へ
の理解を促進するもの。

県内外の学生等
①-Ⅱ-４．生活に
困っている世帯
や個人への支援

R2.9.24～
R3.3.31

3,363,800 3,363,800 0

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、インターンシップが実施できな
い市内高校生に対して、市内企業と
のマッチング機会を創出することが
できた。

32

観光・物産事業者等緊
急対策事業費
[GoToキャンペーン対
策]

観光・物産事業者等緊
急対策事業費費

市内温泉宿泊施設利用助成の利用者に抽選による
物産品を贈呈。

市内温泉宿泊施設利用助成の利用者

Ⅲ-１．観光・運輸
業、飲食業、イベ
ント・エンターテイ
ンメント事業等に

対する支援

R2.6.5～
R3.3.22

13,222,000 13,222,000 0

宿泊者対象に市内事業者の物産品
を景品としたことで、宿泊の促進とと
もに、物産品事業者の売り上げにも
寄与した。

33 中小企業持続支援事業 中小企業持続支援事業

QRコード決済利用者向けの市内経済活性化施策
の実施にあたり、スマートフォンを保有していない方
への補完措置として、花巻商工会議所が実施する
地域通貨「はなまき小判」を70歳以上の市民へ
2,000円分配布し、市内事業者の売上向上に資す
る。

70歳以上の市民（9/1基準）

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

R2.7.31～
R3.4.23

55,491,307 51,861,000 824,800 2,805,507
外出自粛による消費低迷を緩和し、
市内店舗や市内事業者の売り上げ
の向上が図られた。

34
観光・物産事業者等緊
急対策事業費

観光・物産事業者等緊
急対策事業費

① 花巻市内の貸切りバス事業者に対し、固定経費
等の一部相当を助成

市内観光バス事業者

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

R2.9.11～
R2.10.1

16,200,000 16,200,000 0

貸切バス事業者へ支援金を給付す
ることにより、固定経費等による事
業者の負担を軽減し、経営の継続を
支援することができた。

35
鉛温泉スキー場　検温
システム

感染症予防緊急対策事
業費

施設内における感染症予防・拡大防止として、検温
カメラを設置

鉛温泉スキー場,石鳥谷アイスアリー
ナ

Ⅳ-４．公共投資
の早期執行等

R2.10.28
～R2.12.3

1,254,000 1,254,000 0

検温カメラを設置したことにより、感
染症の拡大防止と利用者が安心し
て施設利用できる環境が整えられ
た。

36
一般行政経費（社会教
育）

一般行政経費（社会教
育）

市役所での感染者発生時に閉庁が必要となった場
合、市役所機能を移転し、業務を継続できるように
するため、生涯学園都市会館の各部屋に電話回線
の環境を整備する。

生涯学園都市会館
Ⅳ-４．公共投資
の早期執行等

R2.12.1～
R3.4.12

3,135,000 3,135,000 0

生涯学園都市会館内に電話回線環
境を整備したことにより、コロナ禍で
も市役所機能を移転し業務を行える
環境を整えることができた。

37
社会福祉施設感染症対
策等支援事業

社会福祉施設等感染症
対策事業費

市内福祉施設における新型コロナウイルス感染症
予防に要する備品購入等に関する費用の一部を補
助するもの。

市内に障がい者福祉施設を置く事業
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

R2.11.20
～R3.2.19

650,714 100,000 550,714

消毒液の購入や非接触型体温計等
の導入が進んだことにより、障がい
福祉事業所の利用者が安心して通
所できる環境を整えることができた。

38
花巻市ひとり親世帯臨
時特別給付金給付事業

ひとり親世帯臨時特別
給付金給付事業費

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひと
り親世帯に臨時特別給付金を支給する。

令和２年７月分以降の児童扶養手当
対象児童が生まれた世帯

Ⅱ-４．生活に
困っている世帯
や個人への支援

R3.2.1～
R3.3.31

7,211,000 7,099,000 112,000

特別定額給付金の基準日の翌日以
降に生まれた児童を養育する保護
者に給付金を支給したことにより、コ
ロナ禍における対象世帯の生活を
支援することができた。

39
一般行政経費（賢治記
念館）

一般行政経費（賢治記
念館）

①職員が新型コロナ感染症対策として行っている入
館時の入館者連絡先等記入と検温作業を委託し職
員の負担軽減を図る。

一般財団法人宮沢賢治記念会
①-Ⅰ-１．マス

ク・消毒液等の確
保

R2.4.1～
R3.4.21

1,522,738 1,522,738 0

入館者の連絡先等の記入や検温を
行うことにより来館者及び記念館ス
タッフが安心できる環境を作ることが
できたほか、当該業務を委託するこ
とで職員の負担軽減が図られた。
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40
修学旅行キャンセル料
支援事業

修学旅行キャンセル料
支援事業費

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、修
学旅行を中止又は延期したことにより発生したキャ
ンセル料に対する支援

キャンセル料を負担した児童生徒の保
護者及び教職員

①-Ⅱ-４．生活に
困っている世帯
や個人への支援

R2.12.21
～R3.3.3

1,885,959 1,885,959 0

新型コロナウイルス感染症の影響に
より修学旅行を中止又は延期したこ
とにより、発生したキャンセル料に対
し支援を行ったことにより、中学校生
徒の保護者等の経済的負担を軽減
することができた。

41
子ども・子育て支援交
付金

放課後児童支援事業費

新型コロナウイルス感染症対応による令和２年３月
の小学校一斉休校及び緊急事態宣言の発出に伴
い、感染症防止の観点から学童クラブの利用を自
粛した家庭に対し、学童クラブが当該欠席分の利用
料を日割り返還する費用を支援。

学童クラブ
①-Ⅰ-１．マス

ク・消毒液等の確
保

R2.10.5～
R3.2.22

3,032,950 2,450,950 582,000 0
学童クラブの保育料返還費用を支
援したことにより、感染リスクを低減
した施設運営を図ることができた。

42
学校保健特別対策事業
費補助金

小学校学習用端末整備
事業費

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、3蜜
対策として、小学校において空き教室等を活用して
教室を分散し、児童の間隔を十分に取りながら授業
を実施するため大型モニターと実物投影機を整備
する。

市内小学校の児童
①-Ⅳ-４．公共投
資の早期執行等

R2.12.17
～R3.3.31

18,171,486 7,785,486 8,886,000 1,500,000 0

大型モニター等を整備したことによ
り、3密対策として教室を分散して授
業を実施する環境を確保することが
できた。

43
学校保健特別対策事業
費補助金

中学校教育環境充実事
業費

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、3蜜
対策として、中学校において空き教室等を活用して
教室を分散し、生徒の間隔を十分に取りながら授業
を実施するため大型モニターと実物投影機を整備
する。

市内中学校の生徒
①-Ⅳ-４．公共投
資の早期執行等

R2.12.17
～R3.3.31

11,781,514 4,391,000 5,890,000 1,500,000 514

大型モニター等を整備したことによ
り、3密対策として教室を分散して授
業を実施する環境を確保することが
できた。

44
学校保健特別対策事業
費補助金

学校保健事業費
学校再開等にあたり集団感染のリスクを避けるため
に必要となる保健衛生用品（マスク、電子温度計、
ハンドソープ、消毒液棟）等を配備する。

市内各小中学校
①-Ⅰ-１．マス

ク・消毒液等の確
保

R2.4.27～
R3.2.12

825,955 398,000 398,000 29,955

マスクや消毒液の調達が進んだこと
により、学校における感染症対策を
徹底するとともに、感染リスクを低減
させることができた。

45
学校保健特別対策事業
費補助金

学校保健事業費
学校における感染症対策を強化するために必要と
なる保健衛生用品等を配備する。

市内各小中学校
①-Ⅰ-１．マス

ク・消毒液等の確
保

R3.2.10～
R3.3.31

25,451,159 12,346,000 12,346,000 759,159

パーテーションやアクリル板の設置
による飛沫感染対策や非接触型体
温計等の導入が進んだことにより、
感染症対策を講じることができた。

46
一般行政経費（情報系
システム）

一般行政経費（情報系
システム）

職員のテレワークを推進し感染予防対策の一環と
するため、本庁舎、総合支所等の市施設に業務用
無線LAN環境を構築する。

市職員

①-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

R2.9.23～
R3.4.30

4,423,483 2,599,000 1,824,483

モバイルデータ通信端末の導入及
び庁内の無線ＬＡＮ環境の整備によ
り、コロナ禍でも業務等を進めるた
めに必要となるデジタル化を推進す
る環境を整えることができた。

47
公共交通事業者緊急支
援金事業

公共交通事業者緊急対
策事業費

感染拡大による自粛の長期化により影響を受けて
いる交通事業者に対して事業を継続するための費
用の給付。

市内に本社、支店、営業所を有する乗
合バス事業者１社、タクシー業者１４社

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

R3.3.5～
R3.3.29

21,900,000 21,900,000 0

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、利用者が大幅に減少し、事業
者の経営環境が急激に悪化した
中、事業継続に必要な支援をしたこ
とにより、事業が継続され、地域公
共交通の確保が図られた。

48
観光・物産事業者等緊
急対策事業費

観光・物産事業者等緊
急対策事業費費

感染拡大による自粛の長期化により影響を受けて
いる市内観光バス事業者に対して事業を継続する
ための費用の給付。

市内観光バス事業者

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

R3.3.1～
R3.3.25

16,400,000 16,200,000 200,000

貸切バス事業者に支援金を給付し
たことにより、経営に要する経費の
負担を軽減し、経営の継続を支援す
ることができた。

49
イベント感染症対策支
援事業

イベント開催時感染症対
策事業費

イベントを実施する市内団体等に、感染症対策のた
め、体表面温度測定器や消毒液噴霧器等の感染
予防機器を貸出するため、当該機器を購入

市内関係団体、イベント参加者等
①-Ⅳ-４．公共投
資の早期執行等

R3.2.26～
R3.3.18

1,009,140 1,009,140 0

イベントを実施する市内団体等に体
温測定器や消毒液噴霧器の貸出を
したことにより、イベントの参加者や
スタッフ等が安心できる環境をつくる
ことができた。
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国庫補助金

(臨時交付金以
外)

県補助金 地方債 その他 一般財源
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事業名

事業概要 事業区分 実施期間
事業費

市の予算事業名

50 消防団員育成事業
消防団員育成強化事業
費

消防団員の現場及び避難所での活動時の感染予
防等
のため感染症予防資器材（消毒液・感染防止用グ
ローブ）を購入する。

花巻市消防団
Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

R3.3.4～
R3.3.22

332,035 332,035 0

消防団員が活動する際の感染予防
対策を徹底したことにより、感染症
の発生・まん延の防止を図ることが
できた。

51 災害用物資備蓄事業 災害用物資備蓄事業費

災害時の避難所開設にかかる感染症予防対策の
ため、必要な物品（発電機、ポータブル電源35個、
換気用工場扇、延長ドラム、ＬＥＤクリップランプ）を
購入

市内３５指定緊急避難場所
Ⅳ-４．公共投資
の早期執行等

R3.2.25～
R3.5.31

9,122,960 5,786,550 3,336,410

指定緊急避難場所の感染症対策物
品を充実させたことにより、感染症
対策を講じながら避難者を受け入れ
る環境を整えることができた。

52
一般行政経費（情報系
システム）

一般行政経費（情報系
システム）

感染予防対策の一環とするため、本庁舎、総合支
所等の市施設に業務用無線LAN環境を構築する。

花巻市本庁舎（本館、新館）、大迫、石
鳥谷、東和総合支所、花巻・石鳥谷保
健センター、農林部、農業委員会、ま
なび学園、消防本部、北消防署）計１２
か所

①-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

R2.2.18～
R4.1.19

36,562,130 10,369,480 26,192,650

庁内の無線ＬＡＮ環境を整備したこと
により、コロナ禍でも業務等を進める
ために必要となるデジタル化を推進
する環境を整えることができた。

53
花巻米生産緊急支援事
業

花巻米生産緊急支援事
業費

令和２年産の米価下落により、減収の影響を受ける
水稲生産者の生産意欲を低下させず、農業経営の
安定を図るため、主食用米の出荷に係る経費（出荷
に係る検査手数料及び紙袋経費）に対して支援

対象農家　2,783経営体

①-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

R2.10.15
～R3.3.11

100,964,879 100,964,879 0

主食用米の出荷に係る経費に対し
支援を行うことにより、水稲生産者
の次期作への生産意欲の継続と農
業経営の安定化を図ることができ
た。

54 中小企業持続支援事業
中小企業持続支援事業
費

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店
及び自動車運転代行業を支援するため、花巻商工
会議所が実施する支援金支給事業に対する補助

市内飲食店・自動車運転代行業

①-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

R3.1.4～
R3.3.24

183,969,205 183,969,205 0

緊急事態宣言や外出自粛の影響を
特に強く受けている飲食店及び運転
代行事業者の事業継続を支援でき
た。

55 中小企業持続支援事業
中小企業持続支援事業
費

国の家賃支援給付金の円滑な申請を支援するた
め、申請のサポート体制を市独自で整備する。

花巻市内に住所を有する中小企業者
又は花巻市内に事業所を有する中小
企業者

①-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

R2.7.31～
R3.4.15

1,851,929 1,851,929 0

オンライン申請が困難な事業者の申
請を支援したことで、該当事業者が
国の支援をスムーズに受けることが
できた。

56 失業者支援事業 失業者支援事業費
新型コロナウイルス感染症の影響を受け失業した
者に対し、花巻市失業者生活見舞金を交付すること
により、失業者の生活を支援する。

新型コロナウイルス感染症の影響によ
る事業主都合により、失業の日以前に
3ヶ月以上勤務していた事業所を令和
2年4月1日から令和3年3月31日まで
の間に解雇、雇止めとなった方

①-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

R2.12.21
～R3.1.20

7,800,000 7,800,000 0

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、事業主都合により失業した方
の再就職するまでの生活支援が図
られた。

57 勤労者福祉向上事業
雇用維持緊急対策事業
費

市内事業所が抱える雇用に関する助言や問題解決
につなげるよう、社会保険労務士の協力を得て相談
体制を確立しようとするもの。

市内事業者

①-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

R2.5.1～
R2.9.16

2,183,284 2,183,284 0

専門家による無料相談窓口を開設
し、雇用調整助成金等、国の助成金
活用に向けた助言など社会情勢に
応じた相談を受け付けることができ
た。

58 観光情報発信事業 観光情報発信事業費

花巻観光協会のＷＥＢショップのＱＲコードを配した
市内物産品カタログの作成、遠方の顧客獲得のた
め、当該協会のＷＥＢショップで購入した物産品の
送料を無料として、市内の物産関連業者を支援

市内事業者

①-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

R2.12.11
～R3.3.31

1,918,000 1,918,000 0

行動制限が行われたなか、花巻観
光協会WEBショップのＰＲ等を図った
ことにより、遠方の顧客を獲得する
など、物産関連業者の支援につな
がった。

59
観光施設等感染症予防
対策事業

観光施設等感染症予防
対策事業費

岩手県観光宿泊施設緊急対策事業費補助金を活
用して、感染症対策を実施する場合、補助対象経
費合計額が300万円を超える部分の経費について、
市が上乗せ補助を行う

県補助金を活用し、感染症対策を実施
する市内宿泊事業者

①-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

R2.12.11
～R3.3.19

5,946,000 5,489,000 457,000

県補助金を活用し感染症対策等実
施する宿泊事業者に上乗せ補助を
したことにより、経費の負担が軽減さ
れ、宿泊施設の感染症対策が進ん
だとともに、利用者が安心できる環
境をつくることができた。

60
観光施設等感染症予防
対策事業

観光施設等感染症予防
対策事業費

新型コロナウイルス感染症対策を講じて安心・安全
にバスを運行するため、市内に本社を有している貸
切バス事業者に対し、空気清浄機やアクリル板の
設置などの感染症対策費用を補助

市内に本社を置いている貸切バス事
業者

①-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

R3.1.15～
R3.3.16

2,553,000 2,514,000 39,000

貸切バスの空気清浄機やアクリル
板の設置などの感染症対策が進ん
だことにより、利用者の感染症予防
と安心して貸切バスに乗車できる環
境をつくることができた。
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61
観光・物産事業者等緊
急対策事業費

観光・物産事業者等緊
急対策事業費費

420年以上の伝統と歴史を誇る花巻まつりの歩みを
止めることなく、市民にとって引き続き誇れるまつり
となるよう、来年度以降の花巻まつりの開催につな
げることを目的として代替イベントを実施

花巻まつり実行委員会
①-Ⅲ-２．地域経

済の活性化
R2.10.28
～R3.3.24

444,518 414,518 30,000 0

感染拡大により代替イベントは中止
となったが、代替イベント開催に向け
た取り組みを行ったことにより、令和
4年度のまつり再開につなげること
ができた。

62
観光・物産事業者等緊
急対策事業費

観光・物産事業者等緊
急対策事業費

花巻まつり、あんどんまつり、石鳥谷まつり及び土
沢まつりにおいて山車を運行する団体に対し、補助
金を交付することにより、令和３年度以降のまつり
における山車の運行を支援する

令和元年度のまつりにおいて山車を運
行した団体であって、令和３年度以降
のまつりにおいても山車の運行に意欲
を有するもの。

①-Ⅱ-２．資金繰
り対策

R2.11.15
～R3.3.31

4,674,000 4,674,000 0

まつりにおける山車運行団体に対す
る物品等の修繕費用を補助したこと
により、令和4年度から市内各地域
におけるまつりを再開することがで
きた。

63
修学児童・生徒世帯生
活応援事業

修学児童・生徒世帯生
活応援事業費

生活が困窮している子育て世帯の生活の支援とし
て、市の就学援助制度における準要保護世帯等に
対し支援金を支給することにより、生活の安定を図
ることを目的とする。

市の就学援助対象世帯の保護者
①-Ⅱ-４．生活に
困っている世帯
や個人への支援

R2.12.1～
R3.3.31

33,824,000 33,824,000 0
準要保護世帯に給付金を支給した
ことにより、コロナ禍における対象世
帯の生活を支援することができた。

64 社会福祉施設等感染症
社会福祉施設等感染症
対事業費

市内福祉施設における新型コロナウイルス感染症
予防に要する備品購入等に関する費用の一部を補
助するもの。

市内に老人介護施設を置く事業者

①-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

R2.10.19
～R3.5.31

4,874,853 900,000 3,974,853

市内高齢者施設に対し、感染症対
策の支援をし、サービス提供の継続
が行われ、利用者やその家族に生
活の維持が図られた。

2,556,335,048    1,803,659,000      233,353,000       238,524,000   102,100,000   43,854,800   134,844,248 合計
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