
■令和３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活用事業実施状況 子育て支援課

（単位：千円）

№
交付対象

事業の名称
事業始期 事業終期 総事業費 交付対象事業費 交付金充当経費

事業の概要

①目的・効果

②交付金を充当する経費内容

③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業の実施状況

効果検証方法等

①効果検証方法

②事業の効果

事業の評価 評価の理由

1

新型コロナ

ウイルス感

染症防止事

業費補助金

（放課後児

童クラブ）

（子ども・

子育て支援

交付金）

Ｒ3.4 Ｒ4.3 12,599,000 4,201,000

①②　放課後児童クラブの職員が感染症対策の徹底を

図りながら業務を継続的に実施 していくために必要な

経費（研修受講、かかり増し経費等）や新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止対策に必要な経費を補助す

る。

③　（補助基準額　定員19人以下：上限300千円、定員

20人以上59人以下：上限400千円）×37クラブ

④　放課後児童クラブ

　33箇所　12,599,000円

①申請件数及び金額

②事業者に対して、感染症対策に

必要な消毒物品、感染症対応に係

る職員の時間外手当などのかかり

増し経費を補助したことで、継続

的に事業を実施することができ

た。

非常に効果的であった

感染症対策を実施する事業者に対する

経済的支援を実施することができ効果

的だった。

2

新型コロナ

ウイルス感

染症防止事

業費補助金

（延長保育

事業等）

（子ども・

子育て支援

交付金）

Ｒ3.4 Ｒ4.3 9,557,000 3,187,000

①②　延長保育や一時預かり、病児保育、ファミ

リー・サポート・センター事業を行う職員が感染症対

策の徹底を図りながら業務を継続的に実施 していくた

めに必要な経費（研修受講、かかり増し経費等）や新

型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に必要な経費

を補助する。

③　延長保育（定員により上限300千円～500千円）×

18カ所、支援センター（上限300千円）×4カ所、一時

預かり（上限300千円）×9カ所、病児保育（上限300千

円）×10カ所、ファミサポ（上限300千円）×1カ所

④　延長保育等事業等を実施する園

・延長保育事業　18箇所　4,090,000円

・支援センター事業   4箇所　  760,000円

・一時預かり事業（一般型）     3箇所   640,000円

・一時預かり事業（幼稚園型）6箇所　1,650,000円

・病児保育事業（病児）  2箇所　  600,000円

・病児保育事業（体調不良児）8箇所　1,517,000円

・ファミサポ事業　               1箇所　   300,000円

①申請件数及び金額

②各事業を実施している事業者に

対して、感染症対策に必要な消毒

物品、感染症対応に係る職員の時

間外手当などのかかり増し経費を

補助したことで、継続的に事業を

実施することができた。

非常に効果的であった

感染症対策を実施する事業者に対する

経済的支援を実施することができ効果

的だった。

3

新型コロナ

ウイルス感

染症防止事

業費補助金

（特定教

育・保育施

設）（保育

対策総合支

援事業費補

助金）

Ｒ3.4 Ｒ4.3 9,200,000 4,600,000

①②　保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育

事業所、の職員が感染症対策の徹底を図りながら業務

を継続的に実施 していくために必要な経費（研修受

講、かかり増し経費等）や新型コロナウイルス感染症

の拡大防止対策に必要な経費を補助する。

③　（補助基準額　定員により上限300千円～500千

円）認可保育所×13カ所、小規模保育事業所×2カ所、

幼保連携型認定こども園×5カ所

④　認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保

育事業所

・認可保育所　　　          13箇所　6,100,000円

・小規模保育事業所　　     2箇所　   600,000円

・幼保連携型認定こども園    5箇所    2,500,000円

①申請件数及び金額

②認可保育所、幼保連携型認定こ

ども園、地域型保育事業所に対し

て感染症対策に必要な消毒物品、

感染症対応に係る職員の時間外手

当などのかかり増し経費を補助し

たことで、継続的に運営すること

ができた。

非常に効果的であった

感染症対策を実施する事業者に対する

経済的支援を実施することができ効果

的だった。
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№
交付対象

事業の名称
事業始期 事業終期 総事業費 交付対象事業費 交付金充当経費

事業の概要

①目的・効果

②交付金を充当する経費内容

③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業の実施状況

効果検証方法等

①効果検証方法

②事業の効果

事業の評価 評価の理由

4

新型コロナ

ウイルス感

染症防止事

業費補助金

（認可外保

育施設）

（保育対策

総合支援事

業費補助

金）

Ｒ3.4 Ｒ4.3 2,270,000 1,135,000

①②　認可外保育所の職員が感染症対策の徹底を図り

ながら業務を継続的に実施 していくために必要な経費

（研修受講、かかり増し経費等）や新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止対策に必要な経費を補助する。

③　（補助基準額　定員により上限300千円～500千

円）認可外保育所×7カ所

④　認可外保育所

7箇所　2,270,000円

①申請件数及び金額

②事業者に対して、感染症対策に

必要な消毒物品、感染症対応に係

る職員の時間外手当などのかかり

増し経費を補助したことで、継続

的に事業を実施することができ

た。

非常に効果的であった

感染症対策を実施する事業者に対する

経済的支援を実施することができ効果

的だった。

5

ＩＣＴ化推

進事業費補

助金（放課

後児童クラ

ブ）（子ど

も・子育て

支援交付

金）

Ｒ3.4 Ｒ4.3 14,182,000 4,728,000

①②　利用児童等の入退出の管理のほか、オンライン

会議やオンラインを活用した相談支援に必要なＩＣＴ

機器の導入等の環境整備に係る経費及び県等が実施す

る研修をオンラインで受講できるよう、必要なシステ

ム基盤の導入等に係る経費を補助する。

③　上限500千円×39クラブ

④　放課後児童クラブ

35箇所　14,182,000円

①申請件数及び金額

②ＩＣＴ機器の導入により、利用

児童の入退管理が容易になり、職

員の業務負担軽減につながった。

オンライン会議や研修を行う環境

が整ったことで、感染症対策を図

りながら継続して事業を実施する

ことができた。

非常に効果的であった
事業者の負担軽減と感染症対策のため

の環境整備が図られ効果的だった。

6

ＩＣＴ化推

進事業費補

助金（地域

子育て支援

拠点事業）

（子ども・

子育て支援

交付金）

Ｒ3.4 Ｒ4.3 461,000 155,000

①②　利用児童等の入退出の管理のほか、オンライン

会議やオンラインを活用した相談支援に必要なＩＣＴ

機器の導入等の環境整備に係る経費及び県等が実施す

る研修をオンラインで受講できるよう、必要なシステ

ム基盤の導入等に係る経費を補助する。

③　500千円×1カ所

④　地域子育て支援拠点（子育て支援センター）

1箇所　461,000円

①申請件数及び金額

②ＩＣＴ機器の導入により、利用

児童の入退管理が容易になり、職

員の業務負担軽減につながった。

オンライン会議やオンライン相談

支援を行う環境が整ったことで、

感染症対策を図りながら継続して

事業を実施することができた。

非常に効果的であった
事業者の負担軽減と感染症対策のため

の環境整備が図られ効果的だった。

7

ＩＣＴ化推

進事業費補

助金（特定

教育・保育

施設）（保

育対策総合

支援事業費

補助金）

Ｒ3.4 Ｒ4.3 5,474,000 1,824,000

①②　(1)保育に関する計画・記録機能や園児の登降園

管理、保護者との連絡に関する機能を備える保育士の

業務負担軽減を図るシステムの導入経費を補助する。

(2)通訳や翻訳のため機器導入経費を補助する。

③　(1)上限750千円×7カ所　(2)112,500円×2カ所

④　認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保

育事業所

・保育所等における業務のＩＣＴ化を行うためのシ

ステム導入

　　7施設　5,250,000円

・通訳や翻訳のため機器の導入

　　2施設　224,000円

①申請件数及び金額

②ＩＣＴ機器の導入により、利用

児童の入退管理が容易になり、職

員の業務負担軽減につながった。

保護者に対して、臨時休園などの

一斉連絡用に活用することができ

た。

非常に効果的であった
事業者の負担軽減と感染症対策のため

の環境整備が図られ効果的だった。

8

ＩＣＴ化推

進事業費補

助金（認可

外保育施

設）（保育

対策総合支

援事業費補

助金）

Ｒ3.4 Ｒ4.3 736,000 245,000

①②　認可外保育施設が保育従事者の業務負担を軽減

し、事故防止に つなげるため、保育に係る計画・記録

に関する機能を有する機器導入のために要した初期費

用の一部を補助する。

③　上限150千円×6カ所

④　認可外保育所

5箇所　736,000円

①申請件数及び金額

②ＩＣＴ機器の導入により、利用

児童の入退管理が容易になり、職

員の業務負担軽減につながった。

オンライン会議や研修を行う環境

が整ったことで、感染症対策を図

りながら継続して事業を実施する

ことができた。

非常に効果的であった
事業者の負担軽減と感染症対策のため

の環境整備が図られ効果的だった。
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