
（単位：円）

うち

事業費
(決算額)

臨時交付金
充当額

1
感染症対策設備
整備事業

①図書館利用者の感染症対策の徹底
②備品
③市内図書館

R2.4 R2.8 1,628,000 1,628,000 　市内図書館（2施設）に図書消毒機を各1基整備した。
　機器導入後のR2.7～R4.3の間に計217,578冊の図
書の貸出しを行っており、これら利用者の感染リス
クを低減することができた。

生涯学習課

2
臨時特別給付金
支給事業

①小学校等の臨時休業等により影響を受けた子どもやひとり親
家庭等の支援
②事務費・補助金等
③ア 児童扶養手当受給者
　イ 心身障害児福祉年金受給者
　ウ 児童手当受給者

R2.5 R3.3 116,386,811 116,386,811 

ア 児童扶養手当受給者（530人）
イ 心身障害児福祉年金受給者（延べ241人）
ウ 児童手当受給者（延べ10,034人）
に対し、1～5万円の臨時特別給付金を支給した。

　国施策への上乗せ支給に加え、市独自での支給を
実施したことにより、新型コロナウイルス感染症の
影響により負担が増大した世帯の生活支援を図るこ
とができた。

子育て支援課
障害福祉課

3
事業継続支援給
付金支給事業

①新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた市内事業
者等の事業継続支援
②人件費・事務費・補助金等
③ア 事業継続支援緊急給付金支給事業
　　　R2.1～7の売上が前年同月比30%以上減少した事業者
　イ 事業継続支援安定化給付金支給事業
　　　R2.8～12の売上が前年同月比30%以上減少した事業者

R2.5 R3.3 391,055,245 391,055,245 

ア 事業継続支援緊急給付金（1,167件）
イ 事業継続支援安定化給付金（776件）
として、1事業者当たり20万円の事業継続支援給付金を支給
した。

　新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受け
た市内事業者等の事業継続に寄与した。
　緊急給付金については、急激な売上減少の影響を
受けた飲食業・宿泊業を対象に、窓口での現金給付
による迅速な支援を図った。
　安定化給付金については給付対象要件を見直し、
コロナの影響を受けている事業者を幅広く支援する
など、事業継続の支援をさらに強化した。

商工観光課
秘書広報課

4
外食産業等テイ
クアウト・配送
事業支援事業

①新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた飲食店等
のテイクアウトやデリバリーなどの取組支援
②補助金
③さぬき市商工会

R2.5 R3.3 1,500,000 1,500,000 
　飲食店等のテイクアウトやデリバリーなどの取組を支援
するためのホームページの開設やチラシ、のぼりの制作等
に対し、補助金を交付した。

　市内飲食店等のテイクアウトやデリバリーなどの
取組に係る広告宣伝費に対する補助により、事業継
続に寄与した。

商工観光課

5
庁舎内感染防止
対策事業

①市役所庁舎内での感染予防の徹底
②感染予防に必要な消耗品及び原材料費

R2.4 R3.3 1,442,267 1,442,267 
　本庁舎、寒川庁舎、寒川第2庁舎のカウンターなどに飛沫
防止パネルを設置した。

　庁舎内のカウンターや協議机等に飛沫防止パネル
を設置したことにより、来庁者や職員の感染リスク
を低減することができた。

財産活用課
福祉総務課
総合支所
税務課

6
感染防止のため
のオンライン環
境整備事業

①市役所庁舎内での感染予防の徹底
②オンライン相談窓口・テレワーク環境・保育所間交流用機器
等
③ア 寒川・寒川第2庁舎のオンライン相談窓口設置
　イ テレワーク環境整備
　ウ 保育所間リモート交流環境整備

R2.7 R3.3 10,067,542 10,067,542 
　寒川・寒川第2庁舎にオンライン会議などで使用するパソ
コン、Wi-Fiルーター等を整備したほか、テレワーク環境整
備のためのシステム導入、パソコン等を整備した。

　オンライン会議やテレワークといった新しい働き
方に対応した機器を導入したことで、密を回避し、
職員間の感染リスクを低減することができた。

福祉総務課
総務課
教育総務課
幼保こども園課
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7
小中学校ＩＣＴ
環境整備事業

①ＧIＧＡスクール構想の推進及び緊急時等の家庭学習支援体制
の構築
②児童生徒1人1台のタブレット端末、端末充電保管庫及び家庭
学習支援のための通信機器の整備に係る経費
③市内小中学校

R2.5 R3.3 108,650,200 108,650,200 

　市内の小中学校（10校）に家庭学習などに使用するタブ
レット2,128台、Wi-Fiルーター等を整備したほか、タブ
レット端末の充電保管庫を整備した。

　オンライン授業が可能となり、集団感染のリスク
を低減することができた。

学校教育課

8
若者等応援給付
金支給事業

①新型コロナウイルス感染症が拡大する中における市民生活の
支援
②事務費・補助金等
③ア H14.4.2～H16.4.1生まれの者
　イ R2.4.1～R3.3.31生まれの者

R2.6 R3.3 21,703,021 21,703,021 
ア H14.4.2～H16.4.1生まれの者（897人）
イ R2.4.1～R3.3.31生まれの者（169人）
に対し、2万円の若者等応援給付金を支給した。

　新型コロナウイルス感染症の影響により負担が増
大した子育て世帯や若者の生活支援を図ることがで
きた。

政策課

9
感染症対策用品
等購入事業

①公共施設等での感染予防のための施設設備の整備
②感染予防に必要な消耗品、備品等
③ア 市内小中学校
　イ 指定避難所
　ウ 保育所、幼稚園、こども園
　エ 商工観光施設
　オ 公民館
　カ 教育文化施設
　キ 社会体育施設
　ク 火葬場
　ケ 乳幼児健診等における感染症対策
　コ 一部事務組合施設（大川広域行政組合）

R2.6 R3.3 61,289,343 60,883,343 

ア 市内小中学校（10校）
　熱中症対策用品（ﾋﾞｯｸﾞﾌｧﾝ・冷蔵ｹｰｽ・製氷機等）
　感染症対策用品（ｻｰｷｭﾚｰﾀｰ・消毒液等）
イ 指定避難所（16施設）
　間仕切りﾃﾝﾄ・ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ・ｻｰｷｭﾚｰﾀｰ・消毒液等
ウ 保育所(6施設)、幼稚園(7施設)、こども園(5施設)
　ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ・検温器・電解水生成装置・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等
エ 商工観光施設（13施設）
　空気清浄機・大型扇風機・非接触型温度計・消毒液等
オ 公民館（5施設）
　ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ
カ 教育文化施設（8施設）
　ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ・空気清浄機等
キ 社会体育施設（8施設）
　ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ・大型扇風機・非接触型温度計・消毒液等
ク 火葬場（2施設）
　防護服・空気清浄機・扇風機・消毒液等
ケ 乳幼児健診等における感染症対策
　非接触型体温計・ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ・消毒液等
コ 一部事務組合施設（大川広域行政組合）
　電解水生成装置・ｵｿﾞﾝ発生装置・ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ・非接触型温度
計・消毒液・飛沫防止ﾊﾟﾈﾙ等

　小中学校において熱中症対策用品等を整備し、コ
ロナ休業期間の代替として実施する、夏期授業に対
応したほか、各公共施設において必要とされる感染
症対策用品等を整備したことで、公共施設の利用や
行事開催等における感染リスクを低減することがで
きた。

学校教育課
危機管理課
幼保こども園課
商工観光課
生涯学習課
生活環境課
国保・健康課
政策課
長寿介護課

10
給食用消毒保管
庫整備事業

①幼稚園及び小中学校における給食実施に際しての感染症予防
対策の徹底
②給食用消毒保管機の整備に係る経費
③ア 市内公立幼稚園
　イ 市内公立小中学校

R2.5 R2.10 6,096,310 6,096,310 
　市内の公立幼稚園（4園）及び公立小中学校（6校）へ給
食用消毒保管機等を整備した。

　給食用消毒保管機、牛乳函等を整備したことで、
幼稚園、小中学校の給食時における感染リスクを低
減することができた。

幼保こども園課
学校教育課
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11
妊産婦公共交通
機関運賃助成事
業

①新型コロナウイルス感染症が拡大する中における妊産婦移動
支援と公共交通事業者の支援
②公共交通機関運賃助成券の交付に要する経費
③妊産婦

R2.8 R3.3 1,420,408 1,420,408 
　妊産婦（延べ499人）に対し、市内タクシー・路線バス・
コミュニティバスで使用可能な3万円分のチケット（使用期
限：交付翌年度末日）を交付した。

　妊婦の移動支援と交通事故の防止を図るととも
に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
公共交通事業者の事業継続に寄与した。

都市整備課

12
公共交通機関利
用促進事業

①新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた公共交通
機関の利用促進支援
②補助金
③琴平電気鉄道株式会社

R2.9 R3.3 514,000 514,000 
　「新しい生活様式」対応に向けた施設設備の整備、PR事
業、旅行商品造成等を行った琴平電気鉄道㈱に対し、補助
金を交付した。

　自動発券機やＩＣカードチャージ機の整備を促進
し、公共交通機関における感染リスクを低減するこ
とができた。

都市整備課

13
さぬき市病院事
業会計繰出（特
殊勤務手当）

①さぬき市民病院の新型コロナウイルス感染患者対応職員への
特殊勤務手当の支給に要する費用の繰出し
②繰出金
③さぬき市民病院

R2.4 R3.3 1,703,000 1,703,000 

　さぬき市民病院における、新型コロナウイルス感染患者
やその疑いのある方の身体に接触又は長時間にわたり接し
て行う業務等に従事した職員に対する特殊勤務手当の支給
に対し、繰出金を支出した。

　市民病院における医療従事者等561人に対する手
当を本交付金の対象とすることで、コロナ禍におけ
る医療提供体制の維持に寄与した。

政策課

14

新型コロナウイ
ルス感染症対応
防疫業務従事手
当支給事業

①新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等の補助業務従
事職員への特殊勤務手当の支給
②人件費
③防疫業務従事職員

R2.4 R2.10 6,000 6,000 
　新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等の補助業
務に従事した職員2人に対し、特殊勤務手当を支給した。

　ＰＣＲ検査体制を強化し、感染患者の早期発見と
重症化予防につながった。

秘書広報課

15
予防接種助成事
業

①ワクチン接種促進に向けたインフルエンザ・肺炎球菌感染症
ワクチン予防接種費用の助成
②委託料・事務費

R2.10 R3.3 31,808,407 31,808,407 
　インフルエンザワクチン及び肺炎球菌ワクチンの予防接
種費用に係る自己負担分を助成した。

　インフルエンザワクチン及び肺炎球菌ワクチンの
接種率が向上し、新型コロナウイルス感染症とイン
フルエンザ等の同時流行を防ぐことができた。

国保・健康課

16
指定管理者事業
継続支援事業

①新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた総合公園
指定管理者の事業継続支援
②補助金
③香川県造園事業協同組合

R2.4 R3.1 2,183,000 2,183,000 
　感染拡大による施設の休業などにより、売上が落ち込ん
だ市総合運動公園指定管理者の香川県造園事業協同組合に
対し、事業継続支援金を交付した。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた指
定管理者の事業継続に寄与した。

生涯学習課

17
税収納システム
改修事業

①市税のコンビニ収納に向けたシステムの導入及び基幹業務シ
ステムの改修
②委託料

R2.11 R3.8 4,509,615 4,509,000 
　市税のコンビニ収納を可能にするためのシステム導入等
を行った。

　金融機関及び市役所窓口での市税納付時の密な状
況を解消し、感染予防につながった。

総務課

18
新生児特別定額
給付金支給事業

①新型コロナウイルス感染症が拡大する中における市民生活の
支援
②事務費・補助金等
③R2.4.28～R3.3.31生まれの者

R2.11 R3.3 15,538,968 15,538,968 
　R2.4.28～R3.3.31生まれの者（155人）に対し、10万円の
新生児特別定額給付金を支給した。

　新型コロナウイルス感染症の影響により負担が増
大した子育て世帯の生活支援を図ることができた。

政策課
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19
消防運営費負担
金（特殊勤務手
当）

①新型コロナウイルス感染症に係る消防運営費負担金
②負担金
③救急搬送業務従事職員

R2.4 R3.3 652,000 652,000 

　大川広域行政組合における、新型コロナウイルス感染患
者やその疑いのある方の身体に接触又は長時間にわたり接
して行う業務等に従事した消防職員に対する特殊勤務手当
の支給に対し、負担金を支出した。

　消防職員276人に対する手当を本交付金の対象と
することで、コロナ禍における救急体制の維持に寄
与した。

危機管理課

20
第三セクター事
業継続支援事業

①新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた第三セク
ターの事業継続支援
②補助金
③株式会社さぬき市ＳＡ公社

R2.4 R3.2 42,000,000 42,000,000 
　R2.4～R2.9の間、サービスエリアテナント料を減免した
㈱さぬき市ＳＡ公社に対し、事業継続支援金を交付した。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたテ
ナント事業者の事業継続に寄与した。

商工観光課

21

さぬき市病院事
業会計繰出金
（医療機器整
備）

①さぬき市民病院の新型コロナウイルス感染症患者受入態勢強
化のための全身用ＣＴ撮影装置の整備に要する費用の繰出し
②繰出金
③さぬき市民病院

R2.11 R3.3 113,157,000 107,713,078 
　さぬき市民病院における、全身用ＣＴ撮影装置の更新に
対し、繰出金を支出した。

　令和3年度において延べ1,352件のコロナ感染患者
の撮影検査を行い、患者の重症度判定に有効活用が
できた。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受
けた市民病院の事業継続を支援することで、第2種
感染症指定医療機関としての医療提供体制の確保に
寄与した。

政策課

22
新型コロナウイ
ルスワクチン接
種会場改修事業

①新型コロナウイルスワクチン集団接種等会場の施設設備改修
②トイレ改修工事・照明改修工事
③Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

R3.1 R3.3 4,998,400 4,998,400 
　ワクチンの集団接種会場であるＢ＆Ｇ海洋センター体育
館のアリーナ照明機器20基のＬＥＤ化とトイレ6基の洋式化
等を実施した。

　令和3年度の集団接種において、当該施設で計
1,304回のワクチン接種を行い、接種会場の分散に
よる密の回避とスムーズなワクチン接種の実施につ
ながった。

生涯学習課
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