
No 事業名 担当課等 実施期間 事業概要 R2 事業費（千円） 実績及び効果検証

1
防災活動支援事業（密回
避のためのテントの購
入）

危機管理課 R2.8～R3.3
避難所での避難者の分離収容の他、ソーシャルディスタンス確保により施設屋内に収容が不可
能となった避難者を一時的に収容する際に使用する簡易テントを購入するもの。

1,782
【対象避難所数】１４箇所
※避難所生活環境確保事業費補助金（県補助金）を一部充当
感染症対策を施した適切な災害対応が可能な状態に保つことができた。

2 防災活動支援事業 危機管理課 R2.8～R3.3
新型コロナウイルス禍における避難所運営に必要な下記の資機材を購⼊するもの。
※避難所用間仕切り、簡易テント、段ボールベッド、ソーラー式蓄電池、エアーテント、非接
触型体温計、保管庫等を購入する。

42,008

【対象避難所数】１４箇所
※避難所生活環境確保事業費補助金（県補助金）を一部充当
新型コロナウイルス感染症対策を施した適切な避難所運営体制を整備する
ことができた。

3
新型コロナウイルス対策
用品購入費交付金

危機管理課 R2.8～R3.3
新型コロナウイルス対策に伴う指定避難所の収容人数の減少により、やむなく指定避難所以外
の各地区の集会所等に避難をしてもらう事を想定し、その際に必要な防災用品等を整備した費
用に対し、町内各区へ交付金を交付するもの。

63,370

【交付対象自治会】２５区
各区での購入品目の主なもの：テント、発電機、投光機、簡易トイレ等
新型コロナ禍での避難所施設の確保及び環境整備を行うことができた。あ
わせて、購入した用品の使用方法等に関する訓練により、町民の防災意識
を高揚させることができた。

4
防災活動支援事業（プロ
ジェクター等の購入）

危機管理課 R2.11～R2.12
防災訓練や防災講習会の実施形態を一堂に会する方法から分散開催に変更するため、その際に
使用するスクリーン、プロジェクター及び専用ＰＣを購入するもの。

792

【購入数量】プロジェクター、ＰＣ、スクリーン各３組
令和2年度中、自主防災組織主催の防災講習会：４回
自主防災組織主催の訓練をはじめ、町職員や防災士、消防団員等に対する
リモート研修等の際にも活用している。

5
避難所へのサーモグラ
フィーカメラ設置事業

危機管理課 R3.1～R3.2
避難所での受付の際に避難者に対して発熱者のスクリーニングを行う際に使用する、ＡＩサー
モグラフィカメラを購入するもの。

3,185
【設置台数】5台
新型コロナウイルス対応の避難所運営体制を整えることができた。平常時
は各施設利用者の体温管理用として使用している。

6 学生支援事業 教育委員会 R2.6～R3.3
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、学費の支弁が困難な高校生等を持つ保護者に対
し、安心して学習や生活ができるように支援することを目的とし、就学に必要な資金を臨時的
に給付するもの。

550
【支給件数】11件　一人当たり5万円
教育委員会ホームページに掲載し、募集。臨時的に給付し、保護者の経済
的な負担軽減を図ることができた。

7 オンライン授業構築事業 教育委員会 R2.6～R3.3 学校の休業中のオンライン授業を実施するための環境整備。 5,163

【感染症拡大防止のためのオンライン授業の日数】R2年度10日、R3年度
3日
オンライン授業の他、出席停止や不登校の児童生徒への授業配信、家庭学
習における課題配信、通常の授業におけるオンライン配信等に活用するこ
とができた。

8 タブレット端末購入事業 教育委員会 R2.7～R2.12 オンライン授業のための一人一台タブレット端末の整備。 1,861

【感染症拡大防止のためのオンライン授業の日数】R2年度10日、R3年度
3日
オンライン授業の他、出席停止や不登校の児童生徒への授業配信、家庭学
習における課題配信、通常の授業におけるオンライン配信等に活用するこ
とができた。



No 事業名 担当課等 実施期間 事業概要 R2 事業費（千円） 実績及び効果検証

9 ネッククーラー配布事業 教育委員会 R2.8～R2.9
新型コロナウイルスの影響で夏休みが短縮され、暑い中登校する小中学生にネッククーラーを
配布するもの。

1,575
【支給件数】小中学生885人分。
暑い中登校する小中学生の負担を軽減することができた。

10 小中学校給水機設置事業 教育委員会 R2.8～R2.10
新型コロナウイルス感染症対策として　これまでウォータークーラーを直接飲むタイプであっ
たので、コップ等に給水するタイプを設置するもの。

2,228

【配置件数】福束小3台・仁木小3台・大藪小4台・輪之内中5台
児童生徒に、コップ等に給水するタイプのウォータークーラーを設置し
て、新型コロナウイルス感染症対策に向けた支援を実施することができ
た。

11
学習支援のための図書
カード配布事業

教育委員会 R2.9～R3.3
新型コロナウイルス感染症のため学校が休業となり学習の機会が減少した小中学生を支援する
ために1人あたり　5,000円の図書カードを配布するもの。

4,702

【支給件数】小中学生875人
小中学生に図書カードを郵送で配布し、新型コロナウイルス感染症の影響
で学校が休業となり学習機会が減少した小中学生の学力向上ための支援を
することができた。

12 小中学校拡声器購入事業 教育委員会 R2.8～R3.3
授業等の際に教師の発言等による飛沫感染を防ぐためにハンズフリー拡声器を小中学校・教育
委員会に配備する。

886
【支給件数】福束小６ 仁木小６ 大藪小１０ 輪之内中１０ 教育委員会３
飛沫感染を防ぐためにハンズフリー拡声器を購入し、新型コロナウイルス
感染症対策に向けた支援を実施することができた。

13
遠隔・オンライン学習へ
の環境整備

教育委員会 R2.8～R3.3
新型コロナウイルス感染症により学校が休業となった時のオンライン授業への対応のため、オ
ンライン授業対応教室を創設するもの。またオンライン授業に対応するためネットワークの回
線の容量を拡大するもの。そして校舎から体育館へのネットワーク回線を延長するもの。

5,478

オンライン授業対応教室で教職員対象の研修会を行うことができた。ネッ
トワークの回線容量が平均250bps→平均500bpsに拡大したことでタブ
レットを使った授業をスムーズに行うことができた。また、体育館におい
てタブレットを使った体育等の授業を行うことができた。

14 スグール導入事業 教育委員会 R2.10～R3.3
保護者への連絡の最適化。学校の休業期間中にスムーズな連絡を取れるようにし、また感染予
防のため書面での通知を減らすためのもの。

495
【R3年度メール配信回数】1校あたり100回
保護者へのスムーズな連絡とペーパーレスにすることで感染のリスクを軽
減することができた。

15 Web端末機器等購入事業 教育委員会 R3.1～R3.3
新型コロナウイルス感染症の影響によるＷｅｂ会議の増加に対応するため、専用端末等を購入
するもの。

970

16
小中学校感染症対策のた
めの保健衛生用品の購入
事業

教育委員会 R2.6～R3.3 新型コロナウイルス感染症学校関係保健衛生用品を購入するもの。 2,007

【支給対象校数】4校
学校再開等にあたり、集団感染のリスクを避けるため、児童生徒が安心し
て学ぶことができるよう学校に必要な保健衛生用品等を購入し、支援を実
施することができた。消耗品（　ＣＯ２モニター、大型扇風機、サーキュ
レーター、飛沫防止ガード、消毒液、手袋、マスク、蓋付ゴミ箱、防護服
等）



No 事業名 担当課等 実施期間 事業概要 R2 事業費（千円） 実績及び効果検証

17 図書除菌器の設置事業 教育委員会 R3.1～R3.3
除菌効果のある紫外線により書籍の表面を除菌することで、安心して図書を利用できるよう書
籍用除菌ボックスを購入するもの。

1,518
【支給件数】小中学校（4校×各1台）、町立図書館（2台）
書籍用除菌ボックスを購入することにより、新型コロナウイルス感染症対
策に向けた支援を実施することができた。

18 小中学校網戸設置事業 教育委員会 R3.1～R3.3
換気対策　新型コロナウイルス感染症対策として定期的な教室の換気に際し、ハチ等の侵入を
防ぐため危険防止対策として網戸を設置するもの。

8,712

【支給対象校数】4校
学校施設の窓に網戸を設置することで、窓を開けて換気を行う際の害虫の
侵入を軽減することができた。これにより換気を容易に行うことができる
ようになり、感染症対策を強化することができた。

19
学校保健特別対策事業費
補助金

教育委員会 R2.6～R3.3
（感染症対策のためのマスク等購入支援事業）
学校再開等にあたり、集団感染のリスクを避けるため、児童生徒が安心して学ぶことができる
ための整備を促進するため、学校に必要な保健衛生用品等を購入するもの。

304
【支給対象校数】4校
マスク、消毒液、手袋等を購入して、新型コロナウイルス感染症対策に向
けた支援を実施することができた。

20
学校保健特別対策事業費
補助金

教育委員会 R2.8～R3.3
（学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業）
学校の教育活動再開等に際して、密閉・密集・密接を回避し、児童生徒・教職員等の感染症対
策に必要となる物品を購入するもの。

5,227

【支給対象校数】4校
消耗品（飛沫防止ガードほか）、 修繕費（レバーハンドル交換）、備品購
入費（待機室備品、ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰ、乾熱滅菌器ほか）を購入し、新型コロナウ
イルス感染症対策に向けた支援を実施することができた。

21
子ども・子育て支援交付
金

教育委員会 R2.4～R2.5
（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により臨時休業時に放課後児童クラブ開所に伴う事業により､事業
の拡大を行う。

1,210

【支給対象件数】町内小学校放課後児童クラブ3件
新型コロナウイルス感染症により臨時休業時に放課後児童クラブ開所の拡
大のため、人件費、消耗品費、通信運搬費を支出して対応した。また、利
用料減免措置、利用料の補助を行い支援を実施することができた。

22
公立学校情報機器整備費
補助金

教育委員会 R2.4～R3.3
GIGAスクールサポーターを配置することで、小中学校における教育の「情報化」の推進をサ
ポートするもの。

1,978

各学校の要請に応じて支援すること、巡回訪問の際に効果的なICTの活用
方法の支援や相談をすること、ICT機器の不具合への対応や操作方法への
相談、各学校のHPのアップロード支援、各種研修会の開催等を行ったこと
で、教員のICT指導能力が高まった。

23
雇用調整助成金利用促進
助成金

産業課 R2.4～R3.3
町内に所在する事業所が雇用調整助成金申請を社会保険労務士等に依頼した際に必要な手数料
の一部を助成するもの。

100

【助成件数】２件
町内に所在する事業所が雇用調整助成金申請を社会保険労務士等に依頼し
た際に必要な手数料の一部を助成した。助成率は10/10、50千円上限と
したところ２件の申請があり各５万円を助成した。雇用調整に必要な経費
を助成することができ事業者支援の一助となった。



No 事業名 担当課等 実施期間 事業概要 R2 事業費（千円） 実績及び効果検証

24
プレミアムクーポン券発
行

産業課 R2.6～R3.2
全町民にプレミアムクーポン券（（300円×10枚）/1人）を郵送にて配布し、町内登録店舗
等にて使用してもらう。使用分については町が店舗に助成するもの。

29,755

【取扱店舗等数】59件
【クーポン配布額（枚数）】29,022,000円（96,740枚）
【クーポン使用金額】28,079,400円（93,598枚）
全町民にプレミアムクーポン券を郵送し町内登録店舗等にて使用しても
らった。使用分については町が店舗に助成した。消費促進、事業者支援に
貢献した。

25
岐阜県新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金

産業課 R2.5～R3.3

岐阜県は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための岐阜県における緊急事態措置等」にお
いて、令和２年4月18日から5月6日までの期間、事業者に施設の使用停止や営業時間の短縮
を要請した。協力事業所に対し、県は1事業所あたり50万円を支給するが、市町村は支給額
の3分の1に相当する額を県に負担金として支払う。

5,654
【協力金対象件数】33件
営業時間の時間短縮等で売上が減少した店舗等に支援ができた。

26
新生活様式対応改修等助
成金

産業課 R2.4～R3.3
①「新しい生活様式」に対応した輪之内町内の事業所に対し、消毒液等を購入等した経費の4
分の3に相当する額（上限150千円）を助成するもの。 6,039

【助成事業所数】62件
「新しい生活様式」に対応した輪之内町内の事業所に対し、1事業所当た
り対応経費の4分の3に相当する額（上限150千円）を助成した。全業種
を対象としたため、町内で広く感染予防に効果があった。また、上限額に
達するまでは何度も申請を可能としたため、刻々と変化していった感染予
防対策に対する経費に柔軟に対応することができた。

27
ふるさとを遠くで見守る
応援事業

産業課 R2.10～R3.3
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う外出等の自粛等による支援対策事業として、親
元を離れて暮らす生徒・学生に町の特産品（徳川将軍家御膳米、黒豆ごはん）を送付するも
の。

138

【送付学生等数】21人
親元を離れて暮らす生徒・学生に町の特産品（徳川将軍家御膳米、黒豆ご
はん）を２度送付した。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う学
生等の外出自粛等に対する支援ができた。また、親等からの申請とするこ
とで離れていても思い合う家族のつながりを実感する機会を提供できた。

28
地域の名産品魅力発信事
業

産業課 R2.8～R3.3
町の特産品である徳川将軍家御膳米と御膳酒を広く周知するため、御膳米・酒手提げ袋、御膳
酒用箱を作製する。また、御膳米の米粉等を使ったスイーツの開発を有名パティシエに依頼す
る。

2,757

【作製数量】御膳米・酒手提げ袋 200枚、御膳酒箱（1合瓶及び4合瓶）
各1,000箱
【スイーツ開発数量】7点
町の特産品である徳川将軍家御膳米と御膳酒を広く周知するため、御膳
米・酒手提げ袋、御膳酒用箱を作製し、特産品の統一的なイメージ作りが
できた。また、スイーツの開発を有名パティシエに依頼し商品化をめざせ
る７品を開発することができ、今後の観光戦略に役立てることができる。

29
岐阜県新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金
（第２弾）

産業課 R2.12～R3.3

岐阜県は、12月14日に「年末年始における営業時間短縮要請」において、12月18日から1
月11日までの期間、事業者に営業時間の短縮（午後９時まで）を要請した。協力事業所に対
し、県は1事業所あたり100万円を支給、市町村は支給額の5％に相当する額を県に負担金と
して支払う。

600
【協力金対象件数】12件
営業時間の時間短縮等で売上が減少した店舗等に支援ができた。

30
岐阜県新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金
（第３弾）

産業課 R3.2～R4.1

岐阜県は、1月9日に「非常事態緊急対策」において、上記期間に続き、飲食店等に営業時間
の短縮を１月12日から2月7日まで延長するよう要請した。併せて、営業時間について午後９
時までを午後８時までとし、加えて酒類の提供は午後７時までとした。協力事業所に対し、県
は１店舗あたり154万円（売上高に応じた算出）を支給、市町村は支給額の5％に相当する額
を県に負担金として支払う。

924
【協力金対象件数】12件

営業時間の時間短縮等で売上が減少した店舗等に支援ができた。
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31
岐阜県新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金
（第４弾）

産業課 R3.4～R4.1

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、国は緊急事態宣言を2月8日から3月7日（のち
2月28日に岐阜県は解除された）まで延長した。県は、飲食店等に営業時間を午後８時（３
月1日からは午後9時）までに短縮し、加えて酒類の提供は午後７時（3月１日からは午後8
時）までとするよう要請した。県は１店舗あたり154万円（売上高に応じた算出）を支給、
市町村は支給額の5％に相当する額を県に負担金として支払う。

924
【協力金対象件数】12件

営業時間の時間短縮等で売上が減少した店舗等に支援ができた。

32 庁舎内感染拡大防止事業
総務課・議
会事務局

R2.8～R2.10
飛沫等による感染防止を目的とし、庁舎内（議場、協議会室、職員執務スペース、カウン
ター）にアクリル衝立及びパーテーション及び除菌クリーナーを設置するもの。

1,385

【設置数】155台
庁舎内（議場、協議会室、職員執務スペース、カウンター）にアクリル衝
立を設置することで、来庁者及び職場内における感染拡大防止に寄与し
た。また、庁舎に除菌クリーナーを設置し、清潔な状態を保つことができ
た。

33
庁舎内感染拡大防止事業
２

総務課・議
会事務局

R3.1～R3.2
新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とし、協議会室で分散着席するための会議用テーブ
ルと会議用椅子を購入する。また、庁舎にＡＩサーモグラフィカメラを設置する。

1,134

【設置数】会議用テーブル4台、椅子8台
　　　　　ＡＩサーモグラフィカメラ1台
協議会室に会議用テーブル及び椅子を設置し、分散着席を行い感染対策を
実施した。また、ＡＩサーモグラフィーカメラで来庁者等の体温を検温
し、感染症対策を行った。

34 子育て世帯支援活動事業 福祉課 R2.7～R3.3

新型コロナウイルス感染症が広がる中、不安な気持ちを抱えた妊婦や乳幼児をもつ子育て中の
保護者等が、外出自粛や感染予防の観点からなかなか不安解消の場を利用することができない
状況であるため、気軽に不安を解消することができる電話相談を設置し、寄り添った支援を行
うもの。

40
新型コロナウイルス感染症により乳幼児健診が延期となり、子育ての不安
や悩みがないか保健センターから保護者へ連絡する際に利用し、不安が強
い方については来所、訪問での対応を行った。

35
新型コロナウイルス感染
症予防事業

福祉課 R2.4～R2.6
新型コロナウイルス感染症に感染した場合にハイリスクとなる高齢者・障がい者・妊婦に対し
予防のため入手困難となっているマスクを配布するもの。

5,251

【配布者数】　高齢者2,493名　障がい者85名　妊婦40名
高齢者、障がい者については1人15枚、妊婦については妊娠週数によって
配布枚数（最高1人14枚）を決め、R2.4月緊急事態宣言が発令された際に
各家庭に郵送した。マスクが入手困難な時期で新型コロナウイルス感染症
への不安軽減につながった。

36
ひとり親世帯等特別給付
金事業

福祉課 R2.6～R3.3
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の増加や収入の減少などによ
り、生活が困窮しているひとり親世帯に対し、児童扶養手当の対象児1人につき1万円の給付
を行うもの。

644
【支給実績】64件〔受給者：43名（児童数：64名）〕
生活が困窮しているひとり家庭等に対し、児童1人につき1万円を支給する
ことで家計的な面での支援を行うことができた。

37
新生児特例給付金支給事
業

福祉課 R2.6～R3.3
国の特別定額給付金の支給基準日の翌日以降に生まれたため、給付金の支給対象外となった新
生児（R2.4.28～R3.3.31生まれの子）が属する世帯の子育てを支援するために、新生児特
別給付金として新生児1人につき10万円の支給を行うもの。

5,700

【支給実績】57件〔55世帯（児童数：57名）〕
国の特別定額給付金の支給対象外となった新生児がいる世帯へ給付金を支
給することで、これから子育ての負担が増えていくであろう世帯に対し
て、支援を行うことができた .

38
こども園備蓄食材購入事
業

福祉課 R2.8～R2.10
こども園給食が新型コロナウイルス感染症等で突発的に通常調理不可能な状況になった時、園
児と職員の必要な栄養を確保し、安心して食事提供ができる体制を整えるため、備蓄食材を購
入するもの。

194

【購入件数】
　非常食カレー（アレルギー特定原材料等28品目不使用）360個
　非常食根菜汁（（アレルギー特定原材料等28品目不使用）360個
実際、新型コロナウイルス感染症により、調理が不可能な状況に陥ること
はなかったが、調理が不可能になったときの体制整備を整えることができ
た。



No 事業名 担当課等 実施期間 事業概要 R2 事業費（千円） 実績及び効果検証

39
新型コロナウイルス感染
症予防事業(冷感マスクの
配付）

福祉課 R2.8～R3.3
9月の学校スタート時に、こども園、小中学生等に新型コロナウイルス感染予防及び熱中症予
防のために冷感マスクを1人2枚を配布するもの。

1,143

【配布者数】1,253名
熱い時期にマスクの着用をしながらの生活に慣れてもらうため、少しでも
快適に過ごせること、新型コロナウイルス感染症予防及び熱中症予防に努
めることができた。

40
新型コロナウイルス感染
症予防事業（手指消毒液
の配付）

福祉課 R2.9～R3.3
新型コロナウイルス感染症予防のため各世帯（２人につき１本）に手指消毒液（500ml）を
配布するもの。

3,561

【配布世帯数】2,738世帯（配布率　79.2％）
新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの同時流行に備え、約8割
の世帯に手指消毒液を配布することができ、感染予防対策を強化すること
ができた。

41
検診における感染症対策
事業

福祉課 R2.9～R3.3
健（検）診は、多くの人が一度に保健センターに来所されるため、一人一人の距離を保ちなが
ら３密を避け、安全に事業運営を実施していく必要がある。そのため、一人用机や個別指導用
のホワイトボードを利用し、感染予防を徹底する。

655
感染予防対策とし一人机等の利用により空間の確保ができた。また、庁
舎、保健センター等の施設に消毒液の設置を行い、感染予防対策を強化す
ることができた。

42
こども園　密回避のため
のひとり用机購入事業

福祉課 R2.10～R3.2

新型コロナウイルス感染防止対策として、こども園の園児同士が密にならないよう、空間確保
を図り感染機会を削減すべく、4人掛け机からひとり用の机とし、予防を徹底する。（３こど
も園） 1,312

【対象件数】３こども園３施設85脚
新型コロナウイルス感染防止対策として、こども園の園児同士が密になら
ないよう、空間確保を図り感染機会を削減すべく、4人掛け机からひとり
用の机とし、予防の徹底でき感染対策を強化できた。

43
感染症対策のためのレ
バーハンドル設置事業

福祉課 R2.10～R3.3
コロナウイルス感染防止対策として、手で握らずに　蛇口の開閉ができるレバー式等のハンド
ルに交換することで予防を徹底する。（ふれあいセンター・児童センター・各こども園）また
大藪こども園未満児のトイレに手洗いを設置するもの。

1,012

【設置施設数】５施設
コロナウイルス感染防止対策として、手で握らずに　蛇口の開閉ができる
レバー式等のハンドルに交換することで予防を徹底し、感染対策を強化で
きた。

44 感染予防啓発事業 福祉課 R2.11～R3.3

新型コロナウイルス感染症予防対策として
○町内に通う小中学生、こども園児、妊娠届出者、赤ちゃん訪問対象児等に携帯用手指消毒液
（60ｍｌ）を配布。
○全世帯への除菌セットの配布。健診希望調べに携帯用ｱﾙｺｰﾙ除菌セットを同封し、感染予防
の周知を行う。
○成人式での啓発事業。成人式の際に携帯用ｱﾙｺｰﾙ除菌ｼﾞｪﾙ、ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ1枚を配布。
○選挙での啓発事業。期日前投票所にて携帯用ｱﾙｺｰﾙ除菌ジェルを配布。
○園児への感染予防。こども園の行事（発表会、卒園式）にて使用する子ども用透明マウス
ガード（10個入り）を購入。

1,415
感染予防グッズを配布することで、感染予防の意識の向上を図ることがで
きた。

45 住民へのマスク配布事業 福祉課 R2.5～R2.6
5月に緊急事態宣言が解除され、新型コロナウイルス感染症拡大を予防する「新しい生活様
式」の定着を目的に、備蓄用マスクを1人5枚配布するもの。

459

【配布者数】15歳以上　8,382名　こども園　219名　小・中学生
863名
マスクに感染予防メッセージをつけ配布することで、コロナ感染拡大を予
防する「新しい生活様式」の定着を図ることができた。



No 事業名 担当課等 実施期間 事業概要 R2 事業費（千円） 実績及び効果検証

46
感染対策施設環境用品購
入事業

福祉課 R2.11～R3.3 町内施設の感染予防対策として、アルコール噴霧器等の設置を行う。 1,149
町内施設にアルコール噴霧器等を設置し、新型コロナウイルス感染症予防
対策を強化することができた。

47 こころの健康事業 福祉課 R2.12～R3.1
広報「わのうち」R3年1月号の折込に、『新型コロナウイルス感染症とこころの健康』のパ
ンフレットを全世帯に配布し、心の相談場所の周知を行う。

130
新型コロナウイルス感染症がこころの健康に与える影響について、新しい
ストレスとどのように向き合い、どうこころの健康を守っていけばよいの
かを紹介し、こころの相談場所を周知することができた。

48 3こども園網戸設置工事 福祉課 R3.1～R3.3
こども園内の換気を効率良く行い、新型コロナウイルス感染拡大防止するため、3こども園の
窓に網戸を設置する。 3,432

【設置数】3こども園の窓　計147箇所に設置
こども園内の換気を効率良く行い、新型コロナウイルス感染拡大防止強化
できた。

49
AIサーモグラフィカメラ
設置事業（福祉課、産業
課、教育課）

福祉課・産
業課・教育

委員会
R2.12～R3.3

利用者の体温管理による新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公共施設に設置するAIサー
モグラフィカメラを購入するもの。

3,821
各公共施設にＡＩサーモグラフィーを設置することにより感染症対策を強
化することができた。


