
令和３（2021）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の効果公表 令和３（2021）年度実施計画に基づく事業

（千円）

うち臨時交付金
充当額

1
東京2020オリンピック・パラリン
ピック推進事業費

オリパラに係る関連イベント実施や
事前キャンプ受け入れにおける新型
コロナウイルス対策の実施

3,737 3,737
新型コロナウイルス対策に係る備品、消耗品
の購入等

オリパラに係る関連イベントや事前キャンプ
における感染症拡大防止が図られた

総合政策部
総合政策課

2
「自転車先進県とちぎ」サイクル
イベント事業費

新型コロナウイルス感染症拡大によ
る大会の延期・中止処理に要する経
費

794 794
参加料返金事務、チラシ等修正、キャンセル
処理等の経費

社会情勢を適切に判断し大会を延期したこと
で、感染症拡大の防止及びその後の大会の継
続に貢献した

総合政策部
地域振興課

3
とちぎデジタル県庁推進事業費
（テレワークシステム運用費）

「新しい生活様式」を踏まえた柔軟
な働き方を推進するためのテレワー
クシステムの運用

44,928 44,928
テレワーク用の端末（300台)の運用・維持管
理

テレワークシステムについては、新型コロナ
ウイルス感染症の流行によりテレワークの重
要性が増す中、テレワーク中に庁内ネット
ワークに接続し、効率的に業務を実施する環
境が整備できた
特に新型コロナの濃厚接触者で登庁できない
者が業務を行う上での必要な設備となったた
め、効果的であった

経営管理部
行政改革ＩＣＴ推

進課

4 専修学校等感染症対策支援事業費

私立専修学校（専門課程・一般課
程）及び各種学校が十分な教育活動
を継続するための、新型コロナウイ
ルス感染症等対策を徹底しながら生
徒の学びの保障ができる環境の実現
のための経費への補助

17,961 17,961
学校が行う感染症対策経費として、12学校法
人（26校）に対して助成を行った

当該補助金を活用して各学校がアルコール消
毒液やパーテーション等の感染防止対策用品
の購入のほか、水道蛇口のセンサー化やオン
ライン授業のための無線LAN工事等を行うこと
で、感染症対策を徹底しながら生徒の学びの
継続のための支援を行うことができた

経営管理部
文書学事課

5
私立学校ＩＣＴ活用教育活動推進
事業費

新型コロナウイルス感染症等の影響
を受けない環境を整備し、子ども達
の学びの機会を保障するとともに、
私学教育水準の向上を図るための、
栃木県私立中学高等学校連合会が行
う私立学校のＩＣＴを活用した教育
を推進するための取り組みに対する
補助

14,294 14,294
栃木県私立中学高等学校連合会（私立中・高
校等22校加盟）が行う研修会、研究会等に要
する経費に対して助成を行った

学校長及び情報系教員を対象としＩＣＴ教育
に知見のある講師による研修会を行うこと
で、ＩＣＴ教育に関する理解を深め、新型コ
ロナウイルス感染症等の影響を受けない環境
の整備に寄与した

経営管理部
文書学事課

6
私立高等学校等ＩＣＴ環境整備補
助金

生徒たちの学びを最大限に保障する
環境づくりのための、学校再開後の
授業の効率化や、家庭学習・オンラ
イン授業の導入に必要なタブレット
端末等の整備を行う私立高校等に対
する補助

113,473 113,473
学校が行うＩＣＴ環境整備に必要な経費とし
て、７学校法人（8校）に対して助成を行った

各学校が負担したタブレット端末の購入や高
速ネットワークの整備等の経費に対して補助
を行うことで学校のＧＩＧＡスクール化を推
進し、感染拡大時及び収束後の各学校におけ
るオンライン授業やＩＣＴ教育を実施するた
めの支援を行うことができた

経営管理部
文書学事課

7 修学旅行追加的費用支援事業費

私立学校が、児童生徒の新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止及び同感
染症の拡大防止のために修学旅行を
中止又は目的地や日程を変更したこ
とにより生じたキャンセル料につい
て、保護者の経済的な負担軽減を図
るための補助

31,645 31,645 補助対象者　8学校法人（12校）

学校を通じて保護者が負担したキャンセル料
に対して支援することで、保護者に追加的に
発生した費用について負担の軽減をすること
ができた

経営管理部
文書学事課

8 庁舎等感染症対策経費
感染症防止の観点から、庁舎管理に
必要な物品の購入・設置

20,491 20,491
消毒液やサーマルカメラ等を購入し、庁舎入
口等の必要箇所に設置した

来庁者や職員の手指消毒を徹底する等、感染
防止対策を講じることができた

経営管理部
管財課

9 感染症対策広報費
新型コロナウイルス感染症への県の
対応等の広報

115,062 115,062
・テレビスポットＣＭ等の放送
・ラジオスポットＣＭ等の放送

新型コロナウイルス感染症について、情勢や
対策の変化に合わせ、適時適切な情報提供を
行い、感染拡大防止の推進を図ることができ
た

県民生活部
広報課

10 飲食店感染防止対策見回り事業費
まん延防止等重点措置区域の飲食店
等を対象に、感染防止対策の実施状
況等の確認

69,841 69,841
13,085店舗の飲食店等に対して、感染防止対
策基本４項目の遵守状況の確認等を実施した

感染防止対策の遵守状況の確認に加えて、啓
発リーフレット等を配付することで、飲食店
等における感染防止対策の徹底が図られた

県民生活部
県民文化課

11
新型コロナウイルス感染症セーフ
ティネット強化交付金

保護施設が実施する感染症対策への
補助

1,488 372
補助対象施設　3施設
保護施設が実施する感染症対策への補助

施設内感染の抑制に資する感染予防品の調
達・備蓄に係る施設の負担が軽減された

保健福祉部
保健福祉課

12
新型コロナウイルス感染症セーフ
ティネット強化交付金

感染症の影響により通所困難な児童
に貸与するＩＣＴ機器の通信料

770 88
県東・県南・県北健康福祉センターが学習支
援事業受託業者へ貸与するタブレットのイン
ターネット接続通信料

困窮世帯の児童生徒がオンライン授業やイン
ターネットを利用した調べ物等に利用し、学
習支援の充実が図られた

保健福祉部
保健福祉課

実施状況 効果 担当課名事業名 事業概要 総事業費No.

1



うち臨時交付金
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13
新型コロナウイルス感染症対策医
療従事者応援金

新型コロナ患者の診療等に対応した
医療従事者に対する応援金

624,890 624,890 補助対象者　37医療機関
新型コロナウイルス感染症患者の診療に当た
る医療従事者を支援することで、適切な医療
提供体制を確保することができた

保健福祉部
医療政策課

14
新型コロナウイルス感染症対策医
療機関協力金

新型コロナウイルス感染症患者を受
け入れた医療機関への協力金

8,674,818 6,804,912 補助対象者　32医療機関
入院受入医療機関へ協力金を支給すること
で、コロナ患者等の入院受入体制の構築及び
入院受入れの促進が図られた

保健福祉部
医療政策課

15 衛生福祉大学校受験生支援事業費
新型コロナウイルス感染症の感染リ
スク低減を図るための受験生の支援

806 806 対象施設　1養成所
追試験の機会を用意し、感染拡大防止を図る
とともに、安心して受験できる環境を確保で
きた

保健福祉部
医療政策課

16
医療機関等感染拡大防止対策事業
費

医療機関等における新型コロナウイ
ルス感染症大防止対策に必要な消毒
液の購入経費の補助

425,415 425,415 補助対象者　25,830医療機関
入手困難になっていた医療物資を医療機関等
へ提供することにより、感染拡大防止体制の
整備を行うことができた

保健福祉部
医療政策課

17 県立養成所ＩＣＴ環境整備事業費
新型コロナウイルス感染症対策とし
て遠隔授業等を行うために必要なＩ
ＣＴ整備に要する経費の補助

606 606 対象施設　1養成所
感染防止等のため、登校できない学生に対す
る遠隔授業や、出校できない外部講師による
遠隔授業が可能となった

保健福祉部
医療政策課

18
新型コロナウイルス感染症後方支
援医療機関協力金

回復患者の転院を受け入れる医療機
関への協力金

9,300 9,300 補助対象者　13医療機関
後方支援医療機関を確保し、入院医療機関か
らの転院を促進することにより、新たなコロ
ナ患者を受け入れる病床の確保が図られた

保健福祉部
医療政策課

19 医療提供体制推進事業費補助金
実習を中止した看護師養成施設等へ
の実習補完器材の貸与

5,896 2,948 看護師養成施設等（17校）が活用
感染拡大時において、医療関係職種の養成施
設における教育活動を継続できた

保健福祉部
医療政策課

20
看護師養成施設等感染症対策支援
事業費

感染症対策上必要な消毒液や保健衛
生用品の購入経費の補助

4,394 4,394 補助対象者　７施設
感染拡大時において、医療関係職種の養成施
設における教育活動を継続できた

保健福祉部
医療政策課

21 軽症者等対応救急医療機関協力金
新型コロナウイルス感染症の軽症者
等の救急搬送等を受け入れて酸素投
与等を行う医療機関に対する協力金

5,500 5,500 補助対象者　４医療機関
第６波の感染拡大時において、新型コロナウ
イルス感染症に罹患した救急患者を受け入れ
る医療機関を確保することができた

保健福祉部
医療政策課

22
新型コロナウイルス感染症対策救
急等医療提供体制確保事業協力金

新型コロナへの対応を行いながら救
急等医療提供体制を確保する医療機
関への協力金

816,000 816,000 補助対象者　16医療機関
新型コロナウイルス感染症患者の対応を行い
ながら、救急等の医療提供体制を確保するこ
とができた

保健福祉部
医療政策課

23
在宅要介護高齢者受入体制整備事
業費

濃厚接触者となった在宅要介護高齢
者の短期入所受入に協力する介護
サービス事業者に対する助成

30,404 30,404

補助対象者　３法人
受入人数　４人
濃厚接触者である在宅要介護高齢者を受け入
れるために空床を確保している介護事業者へ
の助成

要介護高齢者の生活に支障が生じることのな
い体制の整備を図ることができた

保健福祉部
高齢対策課

24 歯の健康センター事業費

コロナ禍において感染症の予防およ
び健康の保持増進を支援するための
口腔ケアや検診や治療等の口腔の健
康管理の推進

5,000 5,000

新聞に啓発広告を掲載　２回
啓発チラシの作成　２万部
啓発動画の作成　３種
Web研修の実施　３回

感染症対策にもつながる口腔ケアの方法につ
いて、特に重症化リスクの高い高齢者等に対
し広く普及啓発を行うことで、新型コロナウ
イルス感染症等の予防と併せ、健康を保持増
進させた

保健福祉部
健康増進課

25 ＬＩＮＥ情報提供費
ＬＩＮＥサービスによる新型コロナ
ウイルス感染症関連の情報提供等

8,316 8,316

新型コロナウイルス感染症などの感染症の予
防対策の注意喚起の徹底を図るため、広く県
民に対し、ＬＩＮＥによる広報事業を実施し
た

LINEを活用することにより、県民に対して迅速
かつ適切な広報、予防対策の啓発を行うこと
ができた

保健福祉部
感染症対策課

26 感染症対策啓発事業費
新型コロナウイルス感染症の予防・
対策等の県民・事業者に対する周
知・啓発等

2,864 2,864

新型コロナウイルス感染症などの感染症の予
防対策の注意喚起の徹底を図るため、広く県
民に対し、テレビ、ラジオ等による広報事業
を実施した

テレビ、ラジオ等あらゆる媒体を活用するこ
とにより、県民に対して迅速かつ適切な広
報、予防対策の啓発を行うことができた

保健福祉部
感染症対策課

27 合理的配慮推進事業費
新型コロナに関する記者会見等にお
ける手話通訳

526 526
新型コロナウイルス感染症に係る記者会見に
おける、合理的配慮のための手話通訳者の配
備を実施した

手話通訳者の配置により、聴覚障害者等に対
しても、新型コロナウイルス感染症に関する
情報を伝達することができた

保健福祉部
感染症対策課

28
新型コロナウイルス感染症対策推
進事業費（疫学調査）

保健所における積極的疫学調査等の
実施

2,234 2,234
各保健所において、積極的疫学調査（患者や
濃厚接触者への直接的な聞き取り等の追跡調
査）を行った

適正な調査の実施により、その後の療養対応
等を円滑に進めることができた

保健福祉部
感染症対策課

29 感染症対策費 診査協議会の運営及び審査事務委託 5,148 5,148

○感染症審査協議会
　感染症法に基づく感染症審査協議会を実施
○医療費審査事務費
　審査件数：4,094件

○感染症審査協議会
入院勧告、入院期間の延長、就業制限等につ
いて、専門的及び法律的観点から、妥当性を
適正に審査することができた
○医療費審査事務費
公費負担医療に関する費用の審査及び支払事
務を適切かつ円滑に実施することができた

保健福祉部
感染症対策課
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30
新型コロナウイルス感染症医療提
供体制等整備事業費

県保健環境センターにおけるＰＣＲ
検査等の実施

617 617
保健環境センターの次世代シーケンサーの保
守点検を行った

保守点検の実施により、保健環境センターの
検査環境を維持することができた

保健福祉部
感染症対策課

31
新型コロナウイルス感染症医療提
供体制等整備事業費

ＰＣＲ検査の保険適用に伴う行政検
査委託

13,712 13,712
医療機関等において医師の判断により行われ
るＰＣＲ 検査に係る診療報酬の審査及び支払
事務を行った

適正に診療報酬の審査及び支払を行うことが
できた

保健福祉部
感染症対策課

32
新型コロナウイルス感染症医療提
供体制等整備事業費

抗原検査の保険適用に伴う行政検査
委託

10,544 10,544
医療機関等において医師の判断により行われ
る抗原検査に係る診療報酬の審査及び支払事
務を行った

適正に診療報酬の審査及び支払を行うことが
できた

保健福祉部
感染症対策課

33
新型コロナウイルス感染症対応力
強化事業費

新型コロナウイルス感染症の集団発
生等に備えた体制整備

9,404 9,404

○機動調査チームの派遣
　派遣日数：170日間
　派遣人数（延べ数）：436人

○避難所の感染症対策の強化
　実施市町：２市

○発生施設支援チームの派遣
　派遣施設数：64施設
　派遣人数（延べ数）：133人

○機動調査チームの派遣
陽性患者の急増等により保健所業務がひっ迫
した際に機動調査チームを迅速に派遣し、必
要な支援活動を行うことができた
○避難所の感染症対策の強化
実施市町の関係機関において、感染症対策を
踏まえた避難所設営に関する理解が深まっ
た。また、研修内容を映像化し他市町等に配
付することで、他市町における避難所の感染
対策の強化に繋がった
○発生施設支援チームの派遣
病院・施設等でクラスターが発生した場合に
専門家を派遣することにより、感染拡大防止
や入院・療養継続についての知見を得ること
ができ、適切な施設支援を行うことができた

保健福祉部
感染症対策課

34 施設感染対策推進事業費
感染管理認定看護師等による社会福
祉施設や病院等への指導等

1,500 1,500
感染管理認定看護師による、感染・重症
化リスクが高い施設（社会福祉施設や病院
等）への指導等を実施

感染・重症化リスクが高い施設に対して感染
防止対策の拡大、強化ができた

保健福祉部
感染症対策課

35 感染防止対策調査事業費
飲食店における感染防止対策認証制
度導入及び調査の実施

93,186 93,186 認証件数（累計）：4,649件
飲食店の感染対策のレベルアップ及び飲食店
での感染拡大防止を図るとともに、県民が安
心して飲食店を利用できる環境を整備した

保健福祉部
感染症対策課

36 ワクチン接種体制強化事業費

個別接種を行う医療機関の確保に向
け、市町を介して事業者（接種協力
医療機関）に対する協力金

12,161 12,161 補助実績：５市町（161協力医療機関）
新型コロナワクチンの個別接種を行う医療機
関の確保及び個別接種の促進を図ることがで
きた

保健福祉部
感染症対策課

37 軽症者等療養体制確保事業費

濃厚接触後の自宅待機者に対する配
食支援及び宿泊療養施設退所時帰宅
支援

33,251 33,251
・食糧や日用品の調達が困難な濃厚接触者へ
の物資支援（配食サービス）
・宿泊療養施設退所時の帰宅支援

・濃厚接触者が外出することなく日用品を調
達できたことで、感染症のまん延防止に貢献
した
・宿泊療養施設の退所を円滑に実施し、効率
的な施設運営に効力があった

保健福祉部
感染症対策課

38 若者のワクチン接種率向上事業費

若者（18～39歳）を対象とした新型
コロナワクチン接種に係る「正しい
知識の周知」（ＰＲ事業）と「被接
種者を対象としたプレゼント」（イ
ンセンティブ事業）の実施

19,997 19,998
YouTube広告表示回数：718,344回
SNS（LINE等）視聴回数：1,393,796回
プレゼント応募者数：10,302名

ＰＲ事業及びインセンティブ事業の実施によ
り、若者の接種率向上を図ることができた

保健福祉部
感染症対策課

39 ＰＣＲ等検査無料化事業費
新型コロナウイルス感染症に係る無
症状者を対象としてＰＣＲ検査等を
実施する事業者への助成

436,900 436,900

無料検査を実施する事業者に対し、検査に要
する費用等に係る交付金の交付を行った。
交付対象：61事業者
検査件数：48,860件（令和３年12月25日～令
和４年３月31日）

県内における無料検査の実施体制を整備する
ことができた

保健福祉部
感染症対策課

40
緊急時遠隔手話通訳サービス推進
事業費

遠隔手話サービスを活用し、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止や緊急時
の対応を強化することにより地域に
おける聴覚障害者等が安心して相談
できる体制の維持

274 275 県内５保健所にタブレット端末を設置

聴覚障害者等の緊急の来所による手話通訳の
対応等合理的配慮ができ、災害等が発生した
場合においても、聴覚障害者等に対する情報
保障を保つことができた

保健福祉部
障害福祉課

41 在宅障害児者受入体制整備事業費

介護者が新型コロナウイルス感染症
による入院等で不在となった場合
の、在宅障害児者（濃厚接触者）の
短期入所受入体制の整備

46,730 46,730

補助対象者　５法人
濃厚接触者である在宅障害児者を受け入れる
ための体制整備を実施した障害福祉サービス
事業者への助成

障害児者の生活に支障が生じることのない体
制の整備を図ることかできた

保健福祉部
障害福祉課
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42

新型コロナウイルス感染症セーフ
ティネット強化交付金（新型コロ
ナウイルス感染症対応心のケア支
援事業費）

新型コロナウイルスの影響により、
様々なストレスを抱えた方に対する
心のケアの実施

33,095 8,274
SNS相談窓口の設置及び体制強化
心のケアについて普及啓発

相談窓口の設置や強化により、新型コロウイ
ルスの影響により、様々なストレスを抱えた
方に対する心のケアが図られた

保健福祉部
障害福祉課

43

新型コロナウイルス感染症セーフ
ティネット強化交付金（ひきこも
りピアサポーターSNS支援推進事業
費）

子ども若者・ひきこもり総合相談支
援センターにおける、ひきこもり当
事者（ピアサポーター）によるSNS
を活用したオンラインの居場所をつ
くり、コロナ禍においてひきこもり
状態にある者が相談しやすい環境の
整備

1,333 250 オンライン上での相談等を21回開催

オンラインの居場所をつくり、ひきこもり状
態にある者が相談しやすい環境を整備できた
ほか、ピアサポーター２名の活用ができ、人
材育成につながった

保健福祉部
障害福祉課

44 母子保健衛生費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響を受けた妊産婦に対するＰ
ＣＲ検査費用等の補助

34,210 17,106
補助対象者　1,712人
妊産婦へのＰＣＲ検査実施費用等の支援

妊婦等の抱える新型コロナウイルス感染症に
対する不安を軽減するとともに、新型コロナ
に感染した妊産婦に対し、適切な支援を実施
することができた

保健福祉部
こども政策課

45 地域少子化対策重点推進交付金
結婚支援センターの結婚支援システ
ムのオンライン対応化等

1,694 565
結婚支援センターの結婚支援システムのオン
ライン対応化を実施した

コロナ禍においても効果的な結婚支援体制を
維持することができた

保健福祉部
こども政策課

46 児童福祉事業対策費等補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響を受けた児童養護施設等に
対する衛生用品購入費等の補助

65,070 32,535
補助対象者　31施設
児童福祉施設等での衛生用品等の購入に対す
る支援

児童福祉施設等でのマスク・消毒液等の購入
に要する経費を補助することで、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大下での施設運営を
支援することができた

保健福祉部
こども政策課

47 教育支援体制整備事業費交付金
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響を受けた幼稚園等に対する
衛生用品購入費等の補助

23,165 11,458
補助対象者　57法人
幼稚園等への保健衛生用品等購入費及びかか
り増し経費への補助

幼稚園等へ保健衛生用品等の購入経費等を補
助することで、事業の継続のために必要な感
染防止対策が図られた

保健福祉部
こども政策課

48 保育対策事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響を受けた保育園等に対する
衛生用品購入費等の補助

6,335 3,168
補助対象者　5市町、3法人
認可外保育施設等への保健衛生用品等購入費
及びかかり増し経費への補助

認可外保育施設等へ保健衛生用品等の購入経
費等を補助することで、事業の継続のために
必要な感染防止対策が図られた

保健福祉部
こども政策課

49 子ども・子育て支援交付金
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響を受けた放課後児童クラブ
等に対する衛生用品購入費等の補助

109,611 109,611
補助対象者　県内21市町
放課後児童クラブ等への衛生用品購入費等の
補助

市町を経由して放課後児童クラブ等へ衛生用
品等の購入経費等を補助することで、事業の
継続のために必要な感染防止対策が図られた

保健福祉部
こども政策課

50
薬局における感染症対策推進事業
費

薬局薬剤師による感染症対策に関す
る普及啓発、相談

1,000 1,000

委託事業者　（一社）栃木県薬剤師会
・啓発資材の作成（小学生向け啓発動画及び
自宅療養者向け啓発動画）
・薬局における啓発・相談応需（900薬局）

患者のかかりつけ薬局を通じて普及啓発・相
談応需を行うことにより、県民に対し感染症
予防の正しい知識を普及することができた

保健福祉部
薬務課

51
ええやんとちぎ広告プロモーショ
ン事業費

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受けて落ち込んだ県産品購入意
欲の回復を見据え、関西圏における
本県観光等の魅力発信

11,901 11,901
関西圏での特産品のＰＲ、広告プロモーショ
ン等の実施

関西圏において本県の観光及び特産品のＰＲ
に寄与した

産業労働観光部
産業政策課

52 ものづくり技術強化補助金

中小企業者等が行う新型コロナウイ
ルス感染症対策に資する新製品等の
研究開発、又は技術の高度化に係る
研究開発に対する助成

18,349 18,349 補助対象者　４社
新型コロナ感染症対策に資する新製品開発、
技術の高度化を図ることができた

産業労働観光部
工業振興課

53 航空機産業認証維持支援事業費
県内中小企業の航空機部品製造に必
要な認証維持に対する助成

14,566 14,566 補助対象者　25社

コロナ禍で受注が大きく減少した県内航空機
関連企業の事業継続を支援するとともに、ア
フターコロナにおける需要回復に向けた産業
振興の基盤ができた

産業労働観光部
工業振興課

54 事業承継支援事業費

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた中小法人、個人事業者が行
う、専門家を活用した事業承継を支
援

4,373 4,373
補助対象者　11社
事業承継に係る専門家活用への支援

助成の実施により、事業者の事業承継が促進
され、県内事業者の安定した雇用の場を確保
することに寄与した

産業労働観光部
経営支援課

55
新型コロナウイルス感染症関連経
営再建相談事業費

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、経営に不安を抱える中小企業
者等に対する、専門家派遣による経
営再建に向けた支援

7,821 7,821
相談実績　70件
県内中小企業者等への専門家派遣

個々の中小企業者の実態にあったアドバイス
等を行うことにより、中小企業者等の経営再
建に寄与した

産業労働観光部
経営支援課

56
新型コロナウイルス感染症対策融
資利子補給事業費

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、新型コロナウイルス感染症対
策融資を利用した事業者に対する利
子補給

51,159 51,159
補給件数　1,007件
県制度融資を利用した中小企業者等の支援

県制度融資を利用した中小企業者等の利子負
担を軽減することにより、早期経営安定に寄
与した

産業労働観光部
経営支援課
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57 地域企業応援一時金
新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた中小法人、個人事業者等への
応援一時金

549,795 549,124
支給件数　3,512件
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた
中小法人・個人事業等への一時金の支給

厳しい経営状況にある事業者を支援すること
により、事業継続に寄与した

産業労働観光部
経営支援課

58
栃木県新型コロナウイルス感染拡
大防止営業時間短縮協力金

営業時間短縮要請に応じた飲食店及
び大規模施設等への協力金

3,140,115 3,140,112 時短要請に応じた飲食店等へ協力金を支給 人流が抑制され、感染拡大防止に寄与した
産業労働観光部

経営支援課

59 栃木県地域企業事業継続支援金

緊急事態措置等に伴う飲食店の休
業、時短営業等の影響を受けた県内
中小法人・個人事業者等への事業継
続支援金

822,077 821,677
支給件数：4,144件
緊急事態措置等の影響を受けた中小法人・個
人事業等への支援金の支給

厳しい経営状況にある事業者を支援すること
により、事業継続に寄与した

産業労働観光部
経営支援課

60
「外国人向け新型コロナウイルス
相談ホットライン」運営費

在留外国人への新型コロナウイルス
感染症に関する情報提供や相談対応
を多言語で行うことによる、地域に
おける外国人の不安軽減や支援の充
実

7,616 3,808

相談件数　2,678件
県の受診・ワクチン相談センターや県内の健
康福祉センター（保健所）等との電話通訳
サービスを多言語で実施

在留外国人への新型コロナウイルス感染症に
関する情報提供や相談対応を多言語で行うこ
とにより、地域における外国人の不安軽減や
支援の充実を図った

産業労働観光部
国際課

61
「まるごととちぎいただきます」
事業費

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受けて落ち込んだ観光需要の回
復に向けたアンテナショップを活用
した特産品や観光の魅力発信

3,703 3,702
アンテナショップを活用し本県の観光及び特
産品のＰＲキャンペーンを実施した。

アンテナショップにおいて、体験イベントや
特産品の割引販売を実施し、本県の観光及び
特産品のＰＲに寄与した

産業労働観光部
観光交流課

62 三密回避旅行商品造成促進事業費
三密を回避し、県内を安全・安心に
周遊できる旅行商品の造成に対する
支援

21,870 21,870

三密回避、衛生管理の徹底等、新型コロナウ
イルス感染症の感染防止対策を盛り込んだ旅
行商品の造成支援及び販売支援を実施
支援上限額　2,000千円
商品造成数　８件

三密を回避した旅行商品を造成・販売するこ
とで、安心して来県できる観光地づくりの促
進と観光需要の回復に寄与した

産業労働観光部
観光交流課

63 安全で安心な観光地ＰＲ事業費
宿泊施設等を対象とした感染防止研
修会を実施し、感染防止対策の徹底
と安全安心な観光地をＰＲ

2,911 2,911
宿泊施設等に対し感染防止対策研修会を実施
・対象者　観光事業者
・日程：令和３（2021）年７月（全５回）

研修を通し感染防止対策の徹底及び見える化
の充実を図り、安全安心な観光地の積極的な
ＰＲを推進した

産業労働観光部
観光交流課

64 宿泊施設環境整備促進事業費

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急
対策事業「宿泊施設基本的ストレス
フリー環境整備事業」への上乗せ補
助

3,741 3,741

観光庁「宿泊施設基本的ストレスフリー環境
整備事業補助金」の交付を受ける県内宿泊事
業者への上乗せ補助
・補助対象者　８施設

国補助金への上乗せ補助によって、新型コロ
ナウイルス感染症収束後の宿泊施設のインバ
ウンド受入環境の整備が図られた

産業労働観光部
観光交流課

65 宿泊事業者感染症対策支援事業費
宿泊事業者が行う感染防止対策への
助成

252,072 24,804
宿泊事業者が行う感染防止対策への助成
・補助対象者　307件

宿泊事業者が行う感染防止対策への助成を通
して、魅力ある観光地づくりを推進した

産業労働観光部
観光交流課

66
新型コロナウイルス感染症雇用対
策費

新型コロナウイルス感染症の影響に
より離職を余儀なくされた方等の再
就職支援及びコロナ禍での企業の採
用活動支援

20,794 20,794

・とちぎ再就職フェアの開催
令和３（2021）年６月30日（水）
企業68社、求職者71名参加
・Web研修や職場実習等による再就職支援の実
施　27名再就職
・コロナ禍での採用活動に対応するためのセ
ミナーやコンサルティングの実施
セミナー参加企業　２回延べ45社
コンサルティング参加企業　26社

離職者に企業とのマッチングの機会を提供し
再就職につなげるとともに、セミナーやコン
サルティングを通して企業の採用活動を支援
することができた

産業労働観光部
労働政策課

67
「おうちで農村ファン」創出事業
費

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受けたグリーン・ツーリズム実
践者に対する「おうちでおためし
キット」の開発・販売支援

8,529 8,529
対象者　10事業者
商品数　10商品
販売数　446個

新型コロナウイルス感染症収束後に本県への
来訪が見込まれる農村ファン（リモート関係
人口）の創出が図られた

農政部
農村振興課

68
都市農村交流施設感染症対策支援
事業費

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受けた農村レストランが行う感
染予防対策への助成

6,679 6,679 補助対象者　28施設
農村レストランにおける感染予防対策が促進
された

農政部
農村振興課

69 とちぎの水産業緊急支援事業費

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受けた漁業協同組合及び漁業協
同組合連合会に対する水産資源の増
殖・回復に要する魚類調達への助成

15,000 15,000 補助対象者　17漁業協同組合
新型コロナウイルス感染症収束後の遊漁者の
来訪促進が図られた

農政部
農村振興課

70
とちぎ農業労働力確保緊急支援事
業費

本県の農業者が新型コロナウイルス
感染症拡大の影響を受けた外国人材
を雇用する際の掛かり増し経費の助
成

1,225 1,225
補助対象者　13件（外国人材　28名）
掛かり増し経費の支援

コロナの影響を受けた農業者の外国人材の雇
用を後押しすることで、必要な労働力の確保
が図られた

農政部
経営技術課
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うち臨時交付金
充当額

実施状況 効果 担当課名事業名 事業概要 総事業費No.

71 県産米消費拡大事業費（生産）

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、需要が減少した県産米の消費
拡大に向け、「栃木県民ごはんの
日」の取組を核として、農業団体が
実施する量販店での消費拡大キャン
ペーン等の支援

15,000 15,000

（１）農業団体が取り組む量販店での県産
　米の消費拡大キャンペーン等の支援
　・量販店の店頭でのＰＲ（385店舗）
　・「とちぎの星」パックごはんの試作
　・県産米PR動画の作成・配信
　・とちぎ未来大使による情報発信　等
（２）国体を活用した県産米のPRに対する
　　支援
　・国体等ジュニア選手への県産米パック
　　ごはんの配付（42競技団体）　等

農業団体等の関係団体と連携したキャンペー
ンの展開等により、「栃木県民ごはんの日」
の周知を図ることができた

農政部
生産振興課

72
とちぎの観光いちご園元気アップ
対策事業費

新型コロナウイルス感染拡大により
入園者が半減した観光いちご園の感
染症予防対策及び安全・安心のＰＲ
の支援

5,623 5,623

・観光いちご園における、新型コロナウイル
ス感染症対策に要する物品（サーモカメラ、
アクリル板等）の導入を支援した。
〔実績〕
　 17園
・観光いちご園がコロナ禍においても安全・
安心に楽しめることをPRするHPの作成及びリ
ンクするデジタル広告発信を支援した。

・ 県内外から訪れる来園者が、コロナ禍にお
いても安全・安心に摘み取りを楽しめる受入
れ体制が整備された
・首都圏を中心に、栃木県内観光いちご園の
ＰＲにより認知度の向上を図ることができた

農政部
生産振興課

73 作付転換拡大緊急対策支援事業費

新型コロナウイルス感染拡大により
生じた業務用をはじめとした主食用
米の急激な需要減少に対応するため
の、主食用米から飼料用米等への作
付転換の支援

94,601 94,601

　主食用米の急激な需要減少に対応するた
め、主食用米から飼料用米等への作付転換を
支援した。

　［対象経営体数］
　 　計画：3,310、実績：3,175
　
　［対象面積（ha）］
　　 計画：3,811、実績：3,708

主食用米からの作付転換のメリットを広く周
知したことで、飼料用米、米粉用米等の作付
面積が増加した

［作付面積（括弧内は前年度）］
　　飼料用米　 ：12,482ha（ 8,341ha）
　　米粉用米 　： 1,099ha（　 811ha）
　　麦　　　　 ：10,940ha（10,712ha）
　　大豆　　　 ： 2,076ha（ 1,933ha）

農政部
生産振興課

74 県産花き元気アップ推進事業費

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により、花きの受給バランスが崩
れ、花き生産者の収入が減少してい
る中における、新たな需要等に呼応
するための次期作に前向きに取り組
む生産者の支援や、新たな需要を創
出するための公共施設等への飾花展
示やＰＲ販売

18,852 18,850

(1)県産花き生産安定支援
　新型コロナの影響により売上げ減少等の影
響を受けた花きについて、次期作に前向きに
取り組む生産者を支援した。
〔実績〕
　3,300a、131人
(2)県産花き消費拡大推進
　県庁舎、市町、ＪＲ駅等の公共施設等で県
産花きの飾花展示及びとちぎ花センターや道
の駅等でＰＲ販売を行った。
［実績］
　・県庁舎飾花　６回
　・県内市町飾花　25市町　各２回
　・ＰＲ販売　　２か所　計６回
　・ＪＲ駅等ＰＲ飾花　２か所　各１回

花き生産者の次期作に向けた取組を支援した
ことで、経営の継続につながった。また、公
共施設利用者や観光客等へ県産花きに触れる
機会を提供したことで、家庭や職場など日常
生活に花きを取り入れる習慣が根付きつつあ
り、需要拡大につながった

農政部
生産振興課

75 畜産情報活用推進事業費

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響による外食需要の減少等の影響を
受け、経営が悪化する畜産農家の経
営改善を図るため、家畜の肉質や疾
病の発生状況等の情報（ビックデー
タ）を使用管理の改善指導に活用す
るための仕組みを構築

14,073 14,073
家畜情報の活用に関する調査を実施
検討会を４回開催し、本県のデータ活用方針
を決定

ビックデータの活用が畜産農家への指導力強
化につながり、高品質化や疾病の減少等によ
る販売単価の向上等に寄与することが明らか
となった

農政部
畜産振興課

76 地域公共交通等支援事業費
新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受けた地域公共交通事業者等の
事業継続に対する支援金

555,453 555,453

補助対象者
・第三セクター鉄道事業者　３社
・路線バス事業者　８社（414台）
・貸切バス事業者　89社（1,015 台）
・タクシー事業者　141社（1,711台）

支援金の支給により、交通事業者の事業継続
に寄与した

県土整備部
交通政策課

77
国体競技別リハーサル大会運営費
補助事業

市町等が開催するいちご一会とちぎ
国体競技別リハーサル大会の運営に
対する助成（仮設物の設置・外部委
託等）

133,853 8,490

競技別リハーサル大会の開催にあたり、県の
ガイドライン等に記載された感染防止対策を
講じるための仮設物の設置等に係る費用を助
成。

リハーサル大会を実施する会場地市町の新型
コロナ対策を支援することで、感染拡大防止
策が適切に講じられた

国体・障害者ス
ポーツ大会局競技

式典課
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78
警察新型コロナウイルス感染症対
策費 警察における感染症対策の強化 14,940 14,940

対象施設　　　45施設
マスク購入　90,000枚
消毒液購入　2,084個外

感染防止に係る装備資機材を整備したこと
で、感染症対策を講じながら活動を実施する
ことができた

警察本部
会計課

79 県立学校ＩＣＴ環境整備事業費
各県立学校に対するＩＣＴ支援員の
派遣及びWi-Fi環境がない家庭に対し
て貸与するモバイルルーター整備

101,219 101,219

【ＩＣＴ支援員の派遣】
派遣人数　22名（県立学校）
【モバイルルーターの整備】
整備台数　610台（県立学校）

各学校において、ＩＣＴ機器の諸設定及び日
頃の授業や教員研修等における支援などの業
務に携わり、ＩＣＴの活用に向けた効果的な
支援ができた
また、新型コロナウイルス感染拡大時におい
て、家庭でのオンライン授業を実施するため
に、Wi-Fi環境がない家庭に対して貸与するこ
とができた

教育委員会事務局
総務課

80
授業目的公衆送信補償金制度活用
事業費

各県立学校において著作物を公衆送
信する場合における、授業目的公衆
送信補償金等管理協会への補償金

1,713 1,712 実績　17校（県立学校）

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け休
業等となった学校において、補償金を支払う
ことでオンライン授業等で著作物を無許諾で
使用することができた

教育委員会事務局
総務課

81 県立学校空調設備等運営費
県立学校における換気の実施により
増加する電気料及び燃料費

60,976 60,976
県立学校において、換気の実施により増加す
る電気代及び燃料費に対する補填

教室における感染リスクの軽減が図られた
教育委員会事務局

施設課

82 修学旅行追加的費用支援事業費

県立学校が、児童生徒の新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止及び同感
染症の拡大防止のために修学旅行を
中止又は目的地や日程を変更したこ
とにより生じたキャンセル料につい
て、保護者の経済的な負担軽減を図
るための補助

37,590 37,587 補助対象者　県立学校51校

学校を通じて保護者が負担したキャンセル料
に対して支援することで、保護者に追加的に
発生した費用について負担の軽減をすること
ができた

教育委員会事務局
学校安全課

83
スクール・サポート・スタッフ配
置事業費

スクール・サポート・スタッフの配
置

231,023 230,941
配置人数　545名（公立小中学校）
配置人数　３名（県立附属中学校）

学校における感染リスクの軽減が図られた
教育委員会事務局

義務教育課
高校教育課

84 外国語指導助手配置費
外国語指導助手の新規招致における
各種防疫措置の実施

2,543 2,543 対象人数　11名
新規招致における感染リスクの軽減が図られ
た

教育委員会事務局
高校教育課

85 学校保健特別対策事業費補助金
特別支援学校のスクールバスでの感
染リスクの低減

211,461 105,731 スクールバス登校便の増車(８校１分校)
スクールバスの増車により、過密乗車を避
け、感染リスクの低減を図ることができた

教育委員会事務局
特別支援教育室

86
国民体育大会関東ブロック大会開
催事業費

令和３(2021)年の国民体育大会関東
ブロック大会の開催

385 385
県実行委員会への負担金
内容：清掃業務、検温所設置等

コロナ禍における大会開催のために必要な感
染対策が図られた

教育委員会事務局
スポーツ振興課

18,473,991 16,044,463合　　計
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