
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とは

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月20日閣議決定）において、新型コロナウイルスの感染拡大を防

止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域
の実情に応じてきめ細やかな事業を実施できるよう、地方創生臨時交付金が設立され、６月には国の第二次補正予算成
立により増額されました。

香取市交付限度額
 第１次分（令和２年５月１日） ：３０７，７０９千円
 第２次分（令和２年６月２４日）：８６０，９００千円 合計：１，１６８，６０９千円

香取市においては、この地方創生臨時交付金を活用して、感染症拡大の防止、市民生活の支援、事業者支援、地域経済
の回復、新しい生活様式への対応のため取組を進めております。

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 時期未定

交付金内示

実施計画提出

交付申請

交付決定

スケジュール

●6/24 2次内示●5/1 1次内示

●9/10 2次実施計画提出

●2次交付申請予定

●2次交付決定予定

●3次内示

●3次実施計画提出

●3次交付申請

●3次交付決定

●7/2 1次交付申請

●7/8 1次交付決定

●5/18 1次実施計画提出

資料６
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予算計上額（９月専決分まで） １，５４４，５６９千円
うち交付金以外の国費：169,818千円 県費：4,743千円



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業一覧

事業名 内容 事業費（千円） 担当課

子育て応援給付金支給事業 ●香取市子育て世帯応援給付金
子ども1人（高校生まで）につき1万円（未就学児1万円加算）

●香取市ひとり親家庭等応援給付金
児童1人につき3万円

●妊産婦応援給付金
妊産婦1人につき3万円

141,950 子育て支援課

中小企業等緊急支援事業 ●香取市飲食店等緊急支援金
売上が前年同月と比較して50％以上減った飲食・宿泊事業者
1事業者につき30万円

●香取市中小企業者事業継続支援金
売上が前年同月と比較して50％以上減った市内に主たる事業所がある中小
企業者など
・市内事業所が1カ所 10万円
・市内事業所が2カ所 20万円
・市内事業所が3カ所以上 30万円

●出荷者協議会員支援金
市長の休業要請に基づく、道の駅の営業休止期間中に、商品の出荷停止、

撤収又は廃棄に協力をした会員 会員1人 3万円

258,784 商工観光課

プレミアム付商品券発行事業 市内の消費活性化を図るため、全市民を対象に10,000円で3,000円プレミ
アムを付加したプレミアム商品券を販売
・販売額：1冊 10,000円（13,000円分） プレミアム率：30％

522,398 商工観光課

公共交通事業者事業継続支援金 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける路線バス事業者・高速バス事業
者・タクシー事業者に対し支援
・路線バス：1事業者につき30万円
（市内を運行し、市町村から運行経費の支援を受けていない路線）
・高速バス：減便1便につき5万円（市内で乗降ができる路線）
・タクシー：市内にある事業所等1箇所につき10万円

登録車両1台あたり3万円を加算

4,490 企画政策課
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【個人・事業者向け支援】



事業名 内容 事業費（千円） 担当課

在宅高齢者「感染・介護」予防見回り
事業

高齢者における新型コロナウイルスの感染拡大第二波を想定した、感染予防

等の指導および介護予防のアドバイスや孤立の防止等を目的とし、専門職
等による見回りを実施

5,340 高齢者福祉課

介護サービス提供事業所支援事業 新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組む市内の介護サービス提供
事業所（福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、特定
介護予防福祉用具販売を除く。）に支援金を交付
・支援額：1事業所当たり10万円
・介護老人福祉施設（地域密着型を含む。）、介護老人保健施設、
介護医療院、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入居者生活介護
1事業所当たり20万円

15,830 高齢者福祉課

コロナ対策ガイドライン配布事業 新しい生活様式に対応した環境で事業を実施していただくため、市内事業者
に対して新型コロナウイルスガイドラインを配布
・新型コロナウイルスガイドライン製作経費

231 商工観光課

観光農園需要喚起対策支援事業 新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい生活様式での農業体験施設の再開を
見据え、運営者が行う感染症拡大防止策や集客強化・情報発信等に必要な
経費の一部を支援
・集客強化や情報発信を実施するために要する費用 1施設上限30万円

3,900 農政課

障害支援事業所ICT機器導入支援事
業

コロナウィルス感染防止・発生時のための情報連携や、新しい生活様式下で
の災害時や緊急支援を要する時に求められる障害支援事業所との連携強化、

迅速な対応を促進するため、障害支援事業所におけるICT導入に伴う経
費を補助
・障害支援事業所ICT機器導入支援事業補助金
（想定）1事業所当たり15.5万円

3,100 社会福祉課
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【個人・事業者向け支援】



事業名 内容 事業費（千円） 担当課

観光需要回復事業 新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光需要を回復するため、
市内に宿泊する者に対し、地域と宿泊施設が協力して行う本市ならではの
サービス等を提供することにより、本市への誘客促進と地域産品の認知度向
上を図り、再訪に繋げる。

●香取市「おもてなし」提供事業費補助金
市内宿泊施設において、地域の特徴を活かしたおもてなしサービスの提供に
要する費用、再訪や地域産品の購買を促進するための取組に要する費用等
上限額：参加室数×30,000円

15,830 商工観光課

インフルエンザ予防接種費用助成事
業

新型コロナウイルス感染症と症状が酷似しているインフルエンザの感染を予

防し、医療現場の混乱等を避けるため、インフルエンザ予防接種費用助成
の対象者を拡大
【対象者】
・65歳以上の者
・60歳以上65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等
・生後６か月から小学校６年生
・妊婦

【助成額】1,500円

53,262 健康づくり課
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【個人・事業者向け支援】



事業名 内容 事業費（千円） 担当課

防災備蓄物資購入事業 災害時の避難所において必要な新型コロナウイルス感染症対応の物
資を購入
・購入物品：簡易ベッド、パーティション（間仕切り）、非接触型体温計、

組立式トイレ、フェイスシールド、防護服セットなど

100,000 総務課

避難所通信網整備事業 避難所に避難してきた市民に対して正確でリアルタイムな情報を提供するた

め、避難所と災害本部が連携できるよう通信網を構築し、情報提供ツー
ルを整備
・避難所と災害本部との通信網整備経費

30,000 総務課

福祉避難所整備事業 避難時における要配慮者の新型コロナウイルス感染症への感染リスク低減と

要配慮者を直ちに受け入れられる環境を整備するため、既存施設を活用し
福祉避難所を整備
・福祉避難所を開設するにあたり必要な設備備品の購入経費

19,600 社会福祉課

常備消防感染症対策事業 香取広域市町村圏事務組合（消防本部）における新型コロナウイルス
感染症対策の物資購入に対する負担金
（負担割合）
香取市 71.77％ 多古町 14.54％ 東庄町 13.69％

3,043 総務課

公共施設感染症対策事業 公共施設における新型コロナウイルス感染症対策の物資を購入
【本庁舎・支所・市民センター】 体温計測AIカメラ、消毒液、飛沫防止シートなど
【図書館】 図書消毒機、紫外線殺菌ランプなど
【社会福祉センター】 非接触型赤外線温度計 消毒用アルコールなど
【橘ふれあい公園】 AI検温システム 非接触型体温計 消毒液スタンドなど
【上川岸小公園・上川岸第１施設】
AI検温システム 非接触型体温計 消毒液スタンドなど
●文化芸術振興費補助金活用分
【山車会館】 サーモグラフィーカメラ
【佐原町並み交流館】サーモグラフィーカメラ、非接触型体温計
【伊能忠敬記念館】サーモグラフィーカメラ、非接触型体温計
【水郷佐原あやめパーク】サーモグラフィーカメラ、非接触型体温計

16,949 財政課
生涯学習課
社会福祉課
都市整備課
商工観光課
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【防災・感染症対策】



事業名 内容 事業費（千円） 担当課

小中学校ICT環境整備事業 GIGAスクール構想における児童生徒1人1台端末の整備等を実施し、
災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTを
活用することにより、子どもたちが学ぶための学習環境を確保する。
・端末購入経費等

242,995
うち国費：136,800
うち市単：106,195

学校教育課

小中学校授業数確保事業 臨時休校に伴う授業時数確保のため、夏季休業中及び土曜日に授業
を実施
・夏季休業中及び土曜日の授業実施に伴う外国語指導講師、少人数指導員、
特別支援教育支援員等の増嵩経費

10,355 学校教育課

小中学校運営費
（学校保健特別対策事業費補助金）

感染リスクを最小限にしながら学校を再開し、十分な教育活動を継続するた

め、学校設置者が実施する取組に係る経費を補助することにより、学校にお
ける感染症対策を徹底しながら児童及び生徒の学びの保障をする体
制の整備を図る
・消毒液や非接触型体温計等の保健衛生用品の追加的な購入経費

小規模校 18校（小学校13校、中学校5校） 2,000千円
中規模交 1校（小学校1校） 3,000千円
大規模校 4校（小学校2校、中学校2校） 4,000千円
児童生徒1人につき340円分

56,552
うち国費28,275
うち市単28,277

学校教育課

修学旅行等の中止による費用の支援 修学旅行を中止したことにより発生する企画料などを支援し、保護者の経済
的な負担を軽減
・修学旅行企画手数料
小学校：1,254千円
中学校：1,297千円

2,551 学校教育課
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【教育】
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事業名 内容 事業費（千円） 担当課

放課後児童クラブ運営事業
（子ども子育て支援交付金）

コロナウイルス感染症対策のため、学校臨時休業等に伴う放課後児童ク
ラブの開所時間の延長等を実施
●新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業

・新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により特別開所
するための経費
（想定）21支援単位
●新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業

・新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により特別開所
するための人材確保等に要する経費
（想定）21支援単位
●新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、放課後児童クラブを臨時休
業させた場合等の利用料減免経費
（想定）対象者540人

14,231
うち国費4,743
うち県費4,743
うち市単4,745

子育て支援課

【教育】



事業名 内容 事業費（千円） 担当課

指定管理者経営安定特別給付金 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため市の休業要請により利用料

収入が減少する公共施設の指定管理者へ支援金を支給することで、指定
管理者の経営支援と、公共施設の安定した運営を図る
・小見川社会福祉センター（さくら館） 10万円
・橘ふれあい公園（テラスサンサン） 10万円
・上川岸小公園 10万円
・水の郷さわら 200万円
・道の駅くりもと紅小町の郷 200万円
・水郷佐原あやめパーク 600万円

10,300 社会福祉課
都市整備課
商工観光課
農政課

水郷佐原あやめパーク環境整備事業 感染症の影響で激減した入園者を呼び戻すため、安心して来園してもらえる

よう新たな生活様式に対応した環境整備を実施するとともに、誘客を図
るためパーク内の環境を充実させる
【新たな生活様式に対応した環境整備（3蜜対策）】
園内サッパ舟改修費（市3艇、指定管理者4艇）
舟乗り場桟橋の増設 等
【誘客を図るための環境整備】
撮影スポット整備（花壇・撮影台）
園内移動カート導入
施設案内看板設置 等

12,878 商工観光課
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【その他】


