
１　対象事業 （単位：千円）

経済環境部

健康福祉部

都市整備部

総務部

消防本部

11 Ｐ17税務課
個人賦課事業（新型コロ
ナウイルス感染症対策）

確定申告会場に対面間仕切り及び
サーキュレーターを整備

252 241

その他の
特定財源

一般財源

Ｐ29

予算書
対照ﾍﾟｰｼﾞ

江南市プレミアム付商品
券発行支援事業

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業

部課名 事業名 事業内容 事業費
交付金
充当額

江南市事業者応援事業
売上が減少している事業者へ10万円
を上限に給付

65,028 62,144 2,884

江南商工会議所が実施するプレミア
ム付商品券発行事業に補助金を交付

299,057 272,416 14,000 12,641 Ｐ31

高齢者生きがい課
介護サービス事業所等応
援金交付事業

市内の介護サービス事業所等に対
し、応援金を交付

9,809 9,374 435 Ｐ17

福祉課
障害者自立支援給付事業
（新型コロナウイルス感
染症対策）

市内の障害福祉サービス等事業所に
対し、応援金を交付

5,896 5,634 262 Ｐ19

健康づくり課

感染症予防・対策事業
（新型コロナウイルス感
染症対策）

公共施設用の手指消毒液、フェイス
シールド及びアイシールド等を整備

1,475 1,410 65 Ｐ25

母子健康管理事業（新型
コロナウイルス感染症対
策）

母子健康手帳を交付した妊婦に対
し、不織布マスクを配付

84 80 4 Ｐ25

休日急病診療所維持事業
（新型コロナウイルス感
染症対策）

休日急病診療所処置室等の水栓をレ
バー式に交換

81 77 4 Ｐ27

休日急病診療所運営事業
（新型コロナウイルス感
染症対策）

休日急病診療所に空気清浄機及び非
接触型体温計を配備

278 266 12 Ｐ27

地域医療推進支援事業
（新型コロナウイルス感
染症対策）

医療機関等に対し、診療等継続の応
援金を交付

15,853 15,150 703 Ｐ27

都市計画課
タクシー事業維持確保給
付金給付事業

市内タクシー事業者へ給付金を給付 5,250 5,017 233 Ｐ31

防災安全課
防災力向上事業（新型コ
ロナウイルス感染症対
策）

避難所の「3密」防止のため、指定避
難所の新設及び指定避難所資機材等
の整備

51,494 49,211 2,283 Ｐ15

総務課
庁舎等維持運営事業（新
型コロナウイルス感染症
対策）

本庁舎のカウンター窓口に対面間仕
切り及びビニールシートを整備

181 173 8 Ｐ15

消防総務課

消防庁舎等改修事業（新
型コロナウイルス感染症
対策）

仮眠室にパーティション及び空気清
浄機を設置

6,292 6,013 279 Ｐ33

消防車両整備保全事業
（常備）（新型コロナウ
イルス感染症対策）

救急自動車内の運転席側と後部座席
側の空間を区分する隔離壁を設置

656 627 29 Ｐ33

消防署

救急出動事業（新型コロ
ナウイルス感染症対策）

救急隊員が装着する感染防止資器
材、及び搬送後に使用する消毒薬を
整備

3,270 3,125 145 Ｐ33

救急資機材整備・保全事
業（新型コロナウイルス
感染症対策）

救急車内の使用資器材及び隊員の装
備品等を消毒、滅菌するための消毒
器及び滅菌器等を配備

1,655 1,582 73 Ｐ33

商工観光課
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（単位：千円）

教育部

Ｐ39

Ｐ43

Ｐ39

Ｐ43

Ｐ41

Ｐ43

こども未来部

合　計 763,784 695,149 36,379 32,256

２　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付予定額

695,149 千円

一般財源
予算書

対照ﾍﾟｰｼﾞ部課名 事業名 事業内容 事業費
交付金
充当額

その他の
特定財源

教育課

スクール・サポート・スタッ
フ配置事業（新型コロナウイ
ルス感染症対策）

新型コロナウイルス感染症対策で増
加する教員の業務をサポートするス
クール・サポート・スタッフを配置

5,928 2,013 3,822 93

情報教育推進事業（新型
コロナウイルス感染症対
策）

児童生徒用の教育用コンピュータ及
び貸出し用モバイルルーターを各学
校に整備

160,273 152,306 900 7,067

学校管理運営事業（新型
コロナウイルス感染症対
策）

新型コロナウイルス感染症対策、熱
中症予防及び保護者の経済的負担の
軽減のための補助金

86,792 70,286 13,245 3,261

学校施設管理事業（新型
コロナウイルス感染症対
策）

児童生徒及び教職員の新型コロナウ
イルス感染リスクを抑えるため便所
等清掃を外部委託

34,708 33,169 1,539

生涯学習課
図書館維持運営事業（新
型コロナウイルス感染症
対策）

市立図書館にサーモグラフィ熱検知
器を配備

385 368 17 Ｐ45

スポーツ推進課
スポーツセンター・武道館維
持運営事業（新型コロナウイ
ルス感染症対策）

スポーツセンターにサーモグラフィ
熱検知器を配備

1,353 1,293 60 Ｐ45

学校給食課
給食施設整備事業（新型
コロナウイルス感染症対
策）

給食調理員の熱中症対策のため、ス
ポットクーラーを配備

395 377 18 Ｐ47

こども政策課

放課後子ども総合プラン
事業（放課後児童健全育
成）

小学校の臨時休校に伴う、学童保育
所（室）の受け入れ体制等を整備

6,618 2,108 4,412 98 Ｐ35

放課後子ども総合プラン事業
（放課後子ども教室）（新型
コロナウイルス感染症対策）

各放課後子ども教室における新型コ
ロナウイルス感染症に対する環境整
備

721 689 32 Ｐ37

Ｐ35

- 49 -


