
令和２年度新型コロナ臨時交付金実施計画掲載事業一覧（豊橋市）

実施計画

No
事業名 緊急経済対策との関係 事業概要

総事業費

(千円)
実績 効果検証 担当課

1 窓口・記載台消毒用薬品等の購入 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保
市役所窓口にアルコール消毒液等の感染症拡大防止用

品を整備し、庁舎内での感染症拡大防止を図る。
34

・タオルペーパー28,000枚

・アルコール消毒液約70L ほか

庁舎内での感染症拡大を防止することがで

きた。
市民課

7,8,34,35,

73,74,75
危機管理対策事業 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

避難所等におけるマスク等の感染症拡大防止用品を整

備し、災害時の感染症拡大防止に備える。
27,405

・サージカルマスク3,102箱

・手指消毒薬524箱 ほか

災害時の感染症防止に備えることができ

た。

防災危機管

理課

36 職員採用事務費 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

新規職員の採用試験における試験会場を増やすととも

に、各試験会場の消毒を実施し、感染症拡大防止を図

る。

124
試験会場5か所を追加及び各試験会場の消毒

を実施

採用試験における感染症拡大を防止するこ

とができた。
人事課

40
住民税等申告受付会場新型コロナ

ウイルス感染拡大防止事業
Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

住民税等の申告会場におけるにマスク等の感染症拡大

防止用品を整備し、感染症拡大防止を図る。
1,117

・フェイスシールド200個

・マスク16箱 ほか

申告会場での感染症拡大を防止することが

できた。
市民税課

41 固定資産税課税事務費 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保
家屋調査等において感染症拡大防止用品を活用し、庁

舎内等での感染症拡大防止を図る。
76

・プラスチック手袋10箱

・ハンドジェル120本 ほか

庁舎内等での感染症拡大を防止することが

できた。
資産税課

42 税務証明総合窓口サービス事務費 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保
市役所窓口にアルコール消毒液等の感染症拡大防止用

品を整備し、庁舎内での感染症拡大防止を図る。
6 消毒用薬品容器10本

庁舎内での感染症拡大を防止することがで

きた。
資産税課

43
校区市民館における感染防止対策

事業
Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

校区市民館にアルコール消毒液等感染症拡大防止用品

を整備し、校区市民館での感染症拡大防止を図る。
1,018

・消毒用アルコールジェル500ml×120本

・アルコール製剤10Ｌ×150箱

校区市民館での感染症拡大を防止すること

ができた。

市民協働推

進課

56 市立高等学校教育環境整備事業 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保
市立豊橋高等学校に空調設備を導入し、教室を換気し

つつ適温に保つことで、感染症の防止を図る。
7,108

・空調整備教室数（7月～9月）15教室

・空調整備教室数（12月～3月）28教室

学校内での感染症拡大を防止することがで

きた。
教育政策課

62 共同調理場運営事業 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

給食調理場において空調設備を設置し、調理場内での

換気の向上や労働環境の改善を図るとともに、安全な

給食を提供する。

4,290 天吊式スポットエアコン整備台数7台
調理場内の換気機能を向上させ、安全な給

食を提供することができた。
保健給食課

63
地区市民館管理運営に伴う消毒液

の購入
Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

地区市民館にアルコール消毒液等の感染症拡大防止用

品を整備し、地区市民館での感染症拡大防止を図る。
341 アルコール手指消毒液659L 

地区市民館での感染症拡大を防止すること

ができた。
生涯学習課

64
豊橋市⾧選挙に係る新型コロナウイ

ルス感染拡大防止事業
Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

市⾧選挙投票所等にアルコール消毒液等の感染症拡大

防止用品を整備し、投票所等での感染症拡大防止を図

る。

1,845

・投票率43.14%

・マスク4,000枚

・アルコール手指消毒液316.8L ほか

投票所等での感染症拡大を防止することが

できた。

選挙管理委

員会事務局

77
市庁舎内における感染症防止対策

資機材の購入
Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

市役所本庁舎内にアクリルスタンドを整備し、庁舎内

での感染症拡大防止を図る。
1,342 アクリルスタンド整備台数約300台

庁舎内での感染症拡大を防止することがで

きた。
資産経営課

83
健康づくりに係るコロナ対策事業

費
Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

保健所窓口にアルコール消毒液等の感染症拡大防止用

品を整備し、庁舎内での感染症拡大防止を図る。
97

・非接触式体温計7個

・アルコール消毒液4.8L ほか

庁舎内での感染症拡大を防止することがで

きた。
健康増進課

84 疾病対策に係るコロナ対策事業費 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

保健所窓口にアルコール消毒液等の感染症拡大防止用

品を整備するとともに、オンラインでの面談環境を整

え、庁舎内での感染症拡大防止を図る。

101
・マスク300個

・アルコール消毒液51L ほか

庁舎内での感染症拡大を防止することがで

きた。
健康増進課

101
自然史博物館における感染拡大防

止用のためのアルコール購入
Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

自然史博物館内でのアルコール消毒液等の感染症拡大

防止用品を整備し、館内での感染症拡大防止を図る。
67 アルコール消毒液300L

自然史博物館内での感染症拡大を防止する

ことができた。

自然史博物

館

105 消防職員感染防止対策事業 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

消防署内のネットワークおよび電話環境を整備し職員

の分散勤務を行うことで、署内での感染症拡大防止を

図る。

954 分散勤務日数103日
消防署内での感染症拡大を防止することが

できた。

（消）総務

課
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令和２年度新型コロナ臨時交付金実施計画掲載事業一覧（豊橋市）

実施計画

No
事業名 緊急経済対策との関係 事業概要

総事業費

(千円)
実績 効果検証 担当課

107 救急業務感染防止対策事業 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保
救急業務における感染防止衣等の感染症拡大防止用品

を整備し、救急業務における感染症拡大防止を図る。
12,957 救急業務における隊員の感染者数0人

救急業務での感染を防止することができ

た。
消防救急課

108
学校施設環境改善交付金（地方単

独分）
Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

小中学校のトイレの洋式化を行い衛生環境を改善する

ことで、学校内での感染症拡大防止を図る。
28,100 洋式化トイレ数46台

学校内での感染症拡大を防止することがで

きた。
教育政策課

110 共同調理場運営事業 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

給食調理場の老朽化が著しいガスヒートポンプエアコ

ンを更新し、調理場内の密を避け、調理場内の感染拡

大防止を図るとともに、安全な給食提供を行う。

31,775 ガスヒートポンプエアコンの更新
調理場内の換気機能を向上させ、安全な給

食を提供することができた。
保健給食課

112 青少年センター施設環境改善事業 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保
青少年センターにおいて換気能力の高い冷暖房・換気

設備を導入し、利用者の感染症拡大防止を図る。
5,154

・施設利用人数比前年比（休館月を除いた６

月～２月）1.2倍（R2：23,930、R3：

29,353）

・換気能力のある空調設備の7台設置

青少年センター内での感染症拡大を防止す

ることができた。
生涯学習課

113 地区市民館管理運営事業 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

中部地区市民館において空調設備を更新し、施設内の

空気の循環及び換気につなげることで、新型コロナウ

イルス感染防止を図る。

2,539
・施設利用人数19,397人

・換気能力のある空調設備の2台設置

地区市民館内での感染症拡大を防止するこ

とができた。
生涯学習課

116,124 学校保健特別対策事業費補助金 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

小中学校及び市立３校に学習保障のための教材や感染

症対策に必要な物品を整備し、学校内での感染症拡大

防止を図る。

127,390 感染症対策実施学校数77校
学校内での感染症拡大を防止することがで

きた。
教育政策課

117,118 学校保健特別対策事業費補助金 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保
くすのき特別支援学校のスクールバスの運行台数を増

加させ、バス内の感染リスクの低減を図る。
25,124

・スクールバス増便台数６台

・スクールバス運行日数194日

スクールバス内での感染リスクの低減が図

られた。
教育政策課

119 児童福祉事業対策費等補助金 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

面談や訪問、会議におけるパーテーションやタブレッ

ト端末、ウイルス除去のための消毒液等を確保し、継

続的な児童相談支援業務の実施を図る。

667

・タブレット整備台数6台

・パーテーション設置１４台

・会議等開催回数22回

直接対面する場面を減らしたことにより、

感染症を拡大させることなく児童相談支援

業務を実施できた。

こども若者

総合相談支

援センター

####### 介護保険事業費補助金 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保
介護サービス事業所等の感染症対策経費等に対する助

成を行い、事業所等での感染症拡大防止を図る。
22,663 補助事業所数27件

事業所等での感染症拡大を防止することが

できた。
⾧寿介護課

127,128 障害者総合支援事業費補助金 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

障害福祉サービス事業所等の衛生用品確保等や事業継

続に必要な経費に対する支援を行い、障害福祉サービ

ス事業所等での感染症拡大防止を図る。

13,971 支援事業所数延べ153事業所
障害福祉サービス事業所等での感染症拡大

を防止することができた。
障害福祉課

130 障害者総合支援事業費補助金 Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保

特別支援学校等の臨時休校による放課後等デイサービ

スの利用者負担の増加分を補助（事業所経由）し、負

担軽減を図る。

173 対象事業所延べ32事業所 保護者の費用負担を抑えることができた。 障害福祉課

78 新型コロナ通知システムの導入
Ⅰ-２．検査体制の強化と感染の早期発

見

クラスター発生時に追跡のできるよう、店舗利用者の

アドレスを記録するシステムを導入し、市内での感染

拡大の防止を図る。

1,001
・登録施設数1426

・登録アドレス数6423（R3.3.30時点）

通知システムによる感染者の追跡機会は無

かったが、啓発等による感染拡大防止に寄

与した。

未来創生戦

略室

86 豊橋市換気の見える化事業
Ⅰ-２．検査体制の強化と感染の早期発

見

二酸化炭素濃度等の測定装置を本市が導入。飲食店等

で測定を実施し換気対策を助言することで、市内での

感染症拡大防止を図る。

1,329 測定実施店舗数42件（R3.3.31時点）
市内での感染症拡大を防止することができ

た。
生活衛生課
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令和２年度新型コロナ臨時交付金実施計画掲載事業一覧（豊橋市）

実施計画

No
事業名 緊急経済対策との関係 事業概要

総事業費

(千円)
実績 効果検証 担当課

3
新型コロナウイルス感染症医療提供

体制整備事業
Ⅰ-３．医療提供体制の強化

帰国者・接触者相談センターの人員体制を確保し、感

染者や濃厚接触者を支援する。
48,102 コロナ時間外勤務合計13,231時間

感染者や濃厚接触者を支援することができ

た。
健康政策課

26 あいち医療従事者応援金負担金 Ⅰ-３．医療提供体制の強化

新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れてい

る入院医療機関等の医療従事者を支援し、医療体制を

維持する。

72,685
実施医療機関14か所

対象患者数213人（内重症10人）
医療体制を維持することができた。 健康政策課

81

予防接種事業費

（高齢者インフルエンザ自己負担額

無償化）

Ⅰ-３．医療提供体制の強化

高齢者のインフルエンザ予防接種の自己負担額を無償

化し、新型コロナウイルスとの同時流行を防止するこ

とで、医療体制のひっ迫を避ける。

58,065 補助人数11,401人
インフルエンザとの同時流行による医療体

制のひっ迫を避けることができた。
健康政策課

102,103,1

04
新型コロナウイルス感染予防事業 Ⅰ-３．医療提供体制の強化

市民病院に感染症対策用の医療機器を整備し、院内で

の感染症拡大防止を図る。
33,341

・紫外線照射装置の導入

・12誘導心電図の導入

・生体情報モニタの導入

市民病院内での感染症拡大を防止すること

ができた。

市民病院管

理課

106
新型コロナウイルス感染症救急業務

支援事業
Ⅰ-３．医療提供体制の強化

新型コロナウイルス感染症の傷病者にかかる救急業務

に従事する消防職員の処遇改善により、救急体制を強

化する。

670 特殊勤務従事者数のべ273人
新型コロナウイルス感染症にかかる救急体

制を強化することができた。

（消）総務

課

39 住民税申告書作成支援事業 Ⅰ-６．情報発信の充実
住民税等の申告書作成機能を市HPで提供し、安心して

申告の出来る環境を整える。
429 システムアクセス件数2,615件

申告会場での感染症拡大を防止することが

できた。
市民税課

2 公立保育所運営事業
Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

登園自粛にかかる保育料を減免し、登園自粛を促し経

済的負担を軽減する。
4,999 減免人数332人

登園自粛した家庭の経済的負担を軽減でき

た。
保育課

20,111
小・中学校在宅学習支援特別給付

金

Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

臨時休校時の家庭での学習にかかる経費に対する助成

を行い、休校時での学習の継続を支援する。
24,440 補助人数4,888人

臨時休校時の家庭学習を支援することがで

きた。
学校教育課

21
市立学校情報ネットワーク環境強

化事業

Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

小中学校でのネットワーク環境を強化し、休校時等の

オンラインによる遠隔授業等の体制を整備する。
3,132 ネットワーク強化小中学校数75校

臨時休校時等における遠隔授業体制を整備

することができた。
学校教育課

44
子どものスポーツ活動応援事業支援

業務

Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

部活動の最後の大会がなくなった中学3年生とその保護

者等が独自で大会等を企画する際に会場や審判員を確

保するなど、部活動の成果を披露する場づくりを支援

する。

263 大会数５回
中学3年生の部活動の成果を披露する場を

確保できた。

「スポーツ

のまち」づ

くり課

45
児童福祉施設等職員応援金交付事

業

Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

民間児童福祉施設等職員に応援金を交付し、施設の事

業継続を支援する。
12,435 支援従事者数2,487人

事業者の事業継続を支援することができ

た。

子育て支援

課

保育課

47 遠隔授業等環境整備事業
Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

市立看護学校でのタブレットや校内ネットワーク環境

を整備し、臨時休校等における学生の学習機会を確保

する。

10,727 タブレット整備台数250台
臨時休校時の学生の学習機会を確保するこ

とができた。

健康政策課

（看護学

校）

59 修学旅行キャンセル料補助金
Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行を中

止した場合に発生するキャンセル料を助成し、保護者

負担の軽減を図る。

214 補助人数126人
修学旅行のキャンセル料にかかる保護者負

担の軽減が図られた。
教育政策課

60,126
市内小・中・特別支援学校タブレッ

ト端末整備事業

Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

全ての児童生徒に1人1台のタブレット端末を配付し、

臨時休校時等でも遠隔授業等により学習が継続できる

環境を整える。

1,059,330 タブレット整備台数11,827台
臨時休校時等における児童・生徒の学習機

会を確保することができた。
学校教育課

3



令和２年度新型コロナ臨時交付金実施計画掲載事業一覧（豊橋市）

実施計画

No
事業名 緊急経済対策との関係 事業概要

総事業費

(千円)
実績 効果検証 担当課

109 公立学校情報機器購入事業
Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

市立豊橋高等学校にタブレット端末を配備し、臨時休

校時でもオンラインにより学習を継続できる環境を整

備する。

6,761 タブレット端末整備台数134台
臨時休校時に学習を継続できる環境を整備

できた。
教育政策課

114 子ども・子育て支援交付金
Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

児童クラブにおいて、小学校の臨時休校に伴う特別開

所や臨時休所・利用自粛した場合の利用料返還を行う

ことで、居場所の確保及び感染拡大防止を図った。

55,582 実施クラブ数97クラブ

子どもの居場所を確保するとともに、児童

クラブ内での感染拡大を防止することがで

きた。

生涯学習課

120 母子保健衛生費補助金
Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

産後ケア事業実施施設への感染防止対策の物品の配

布、不安のある妊婦への分娩前ウイルス検査費用の助

成、里帰り出産が困難な妊産婦に対する育児支援等を

行い、コロナ禍で不安を抱える妊産婦が安心して出

産・育児ができる環境を整える。

1,065

・産後ケア事業実施施設への配布：11施設

・ウイルス検査費用の助成：33件

・育児支援等サービス利用時間：

             延べ456時間

コロナ禍で不安を抱える妊産婦が安心して

出産・育児ができる環境を整えることがで

きた。

こども保健

課

123 教育支援体制整備事業費補助金
Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

小学校１年生、発達障害児に対する支援員を追加配置

し、臨時休校に伴う増加した授業日での学習環境を整

備した。

8,016 支援員追加配置人数64人
小学校１年生、発達障害児の学習環境を整

えることができた。
学校教育課

125 学校臨時休業対策費補助金
Ⅰ-８．学校の臨時休業等を円滑に進め

るための環境整備

給食納入事業者に対し、臨時休校に伴い不要となった

給食の材料費等に関する助成を行い、臨時休校に伴う

事業者への影響を低減した。

19,814
・主食424,192食分

・牛乳406,024食分

臨時休校に伴う事業者への影響を低減する

ことができた。
保健給食課

16 雇用維持助成金 Ⅱ-１．雇用の維持
従業員の解雇等を行わない中小企業者に対する助成を

行い、雇用の維持を図る。
35,456 補助件数68件 雇用の維持ができた。

商工業振興

課

17
雇用調整助成金申請等手数料補助

金
Ⅱ-１．雇用の維持

国の支援制度（雇用調整助成金）の申請にかかる経費

に対する助成を行い、雇用の維持を図る。
15,838 補助件数211件 雇用の維持ができた。

商工業振興

課

22
新型コロナウイルス感染症の影響に

よる離職者等緊急雇用
Ⅱ-１．雇用の維持

雇い止めにあった者等を市で雇用し、雇用の維持を図

る。
11,390 雇用者数11人 雇用の維持ができた。 人事課

9
新型コロナウイルス対策資金利子補

給補助金
Ⅱ-２．資金繰り対策

農家が受けたJA豊橋による融資かかる利子に対する助

成を行い、資金繰りの苦しい農家を支援する。
510 借入件数42件

資金繰りの苦しい農家を支援することがで

きた。
農業企画課

10,11,12,

13,88

金利、保証料などの金融面での支援

事業
Ⅱ-２．資金繰り対策

企業が受けた融資かかる利子に対する助成を行い、資

金繰りの苦しい企業を支援する。
210,339 補助件数1,323件

資金繰りの苦しい事業者を支援することが

できた。

商工業振興

課

14,15
外食産業等テイクアウト・配送事

業支援事業

Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

市内の飲食店がデリバリーやテイクアウト等に新たに

取り組むための経費に対する助成を行い、事業継続に

困っている飲食店を支援する。

49,728 補助件数376件
事業者の事業継続を支援することができ

た。

商工業振興

課

18 中小企業賃料補助金
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

売上の減少した市内事業者の家賃等に対する助成を行

い、事業継続に困っている事業者を支援する。
256,590

・補助件数（１回目）658件

・補助件数（２回目）737件

事業者の事業継続を支援することができ

た。

商工業振興

課

23 花き販路拡大緊急支援事業
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

花き販売のECサイトを構築するとともに、農家の販路

拡大にかかる経費に対する助成を行い、販路拡大に

困っている花き農家を支援する。

4,187
・花き販売サイト「花いちば.com」の開設

・補助件数7件

花き農家の販路拡大を支援することができ

た。
農業支援課

25,98 公共交通確保維持支援事業
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

事業継続に困っているタクシー事業者を支援し、交通

弱者である高齢者や障害者等の移動手段を守る。
15,850 4事業者317台

公共交通としてのタクシー事業の運行維持

と交通弱者の方の移動手段の確保につな

がった。

都市交通課
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令和２年度新型コロナ臨時交付金実施計画掲載事業一覧（豊橋市）

実施計画
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総事業費

(千円)
実績 効果検証 担当課

27
新型コロナウイルス感染症対策協力

金交付事業費

Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

休業等に伴う協力金を事業者に対し交付することによ

り、事業継続に困っている事業者を支援する。
1,229,180 補助件数3,062件

事業者の事業継続を支援することができ

た。
産業政策課

28,94 WEB合同企業説明会開催事業費
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

市内企業のオンライン合同企業説明会を開催し、コロ

ナ禍で事業継続に困っている事業者を支援する。
7,200

7/30～8/1新卒採用向け

・開催日数3日間

・当日視聴回数1,583回

3/13,15,16中途採用向け

・開催日数3日間

・当日視聴回数885回

事業者の事業継続を支援することができ

た。

商工業振興

課

49
スタートアップ緊急支援事業費補助

金

Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

創業間もない中小企業者に対する助成を行い、事業継

続に困っているスタートアップ事業者を支援する。
4,199 補助件数5件

スタートアップ事業者の事業継続を支援す

ることができた。

商工業振興

課

50
雇用調整助成金説明会＆個別相談

会

Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

国の制度（雇用調整助成金）の説明会を実施し企業の

手続きを支援することで、事業継続に困っている事業

者を支援する。

550
・説明会参加企業29社

・個別相談会7社

事業者の事業継続を支援することができ

た。

商工業振興

課

52 イベント感染症対策促進事業補助金
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

イベントにおける感染症対策にかかる経費に対して助

成を行い、事業継続に困っているイベント事業者を支

援する。

1,359 補助件数4件
イベント事業者の事業継続を支援すること

ができた。

商工業振興

課

76 指定管理者支援補助金
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

公共施設の指定管理者の感染症対策にかかる経費等に

対する助成を行い、施設の運営継続に困っている指定

管理者を支援する。

123,956 補助指定管理者数８者
指定管理者による公共施設の運営継続を支

援することができた。
資産経営課

87
豊橋市自動運転代行業者感染症対

策促進事業補助金

Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

運転代行業者の感染症対策経費に対して助成を行い、

事業継続に困っている事業者を支援する。
250 補助件数6件

事業者の事業継続を支援することができ

た。
産業政策課

89 がんばる商店街共同事業応援補助金
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

商店街活性化のために実施するイベント等の開催経費

に対する助成を行い、事業継続に困っている商店街店

舗等事業者を支援する。

2,600 補助件数2件
事業者の事業継続を支援することができ

た。

商工業振興

課

90 がんばる飲食店緊急支援補助金
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

飲食店が行う感染症対策経費に対する助成を行い、事

業継続に困っている飲食店を支援する。
17,258 補助件数245件

飲食店の事業継続を支援することができ

た。

商工業振興

課

91,92
新型コロナウイルス感染症対策セミ

ナー

Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

事業者の感染症対策に関するセミナーを開催し、感染

症の防止を図るとともに、事業活動の維持を支援す

る。

1,201 セミナー受講企業数153名
事業者の事業継続を支援することができ

た。

商工業振興

課

93 がんばる個店緊急支援補助金
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

個店が行う感染症対策経費に対する助成を行い、事業

継続に困っている個店を支援する。
16,501 補助件数223件 個店の事業継続を支援することができた。

商工業振興

課

97 公共交通確保維持支援事業
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

密回避のため、輸送人員が減少するなかでも運行本数

を確保し運行しているバス事業者に対し、運行経費を

支援する。

43,550 補助路線数67路線

車内等の定員等に配慮した運行を継続する

ことができ、市民生活を支える重要な社会

基盤としての役割を果たすことができた。

都市交通課

99 公共交通対策事業費
Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小

規模事業者等への支援

対象店舗の利用者に対し電車やバス、タクシーで利用

できる乗車補助券を配布し、需要喚起を行うことで交

通事業者の事業継続を支援する。

526 配付乗車補助券5,255枚
交通事業者の事業継続を支援することがで

きた。
都市交通課

5
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19 昼食費支援特別給付事業
Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人へ

の支援

保育所等の登園を自粛した家庭の昼食費に対する助成

を行い、生活に困っている世帯を支援する。
22,449 補助人数3,207人

生活に困っている世帯を支援することがで

きた。
保育課

30 小・中学生昼食費支援特別給付金
Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人へ

の支援

就学援助を受けている家庭の臨時休校時の昼食費に対

する助成を行い、生活に困っている世帯を支援する。
39,562 補助人数4,254人

生活に困っている世帯を支援することがで

きた。
保健給食課

46 新生児臨時特別給付金給付事業
Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人へ

の支援

新生児のいる家庭に対し助成を行い、不安を抱えなが

ら子育てを開始する家庭を支援する。
236,522 補助対象者数2,350人

様々な負担や不安を抱えながら妊娠期を過

ごし、子育てを開始する子育て世帯を支援

することができた。

子育て支援

課

58 私立高等学校等学納金特別補助金
Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人へ

の支援

私立高等学校等の就学にかかる経費を助成し、就学に

係る保護者負担の軽減を図る。
12,575 補助人数2,515人

私立高等学校等の就学にかかる保護者負担

の軽減が図られた。
教育政策課

85
オンラインによる保健指導等実施

事業

Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人へ

の支援

オンラインによる個別相談や健康指導等を行うための

環境を整備し、コロナ禍で不安を抱える妊産婦や乳幼

児の保護者が安心して出産・育児ができる環境を整え

る。

54 ・オンライン教室開催回数7回
妊産婦が安心して出産・育児ができる環境

を整えることができた。

こども保健

課

115 地方消費者行政強化交付金
Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人へ

の支援

オンラインで消費生活相談を行うシステムを構築し、

感染リスクの低減と相談体制の安定化を図ることで、

コロナ禍でも安心して消費生活相談のできる環境を整

える。

2,115 ICT機器の整備
安心して消費生活相談のできる環境を整備

することができた。
安全生活課

133
生活困窮者就労準備支援事業費等

補助金

Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人へ

の支援

通訳アルバイトや申請処理アルバイト職員を配置し、

生活に困っている世帯に対する支援体制を強化する。
38,568

・外国籍相談件数978件

・通訳アルバイト配置数1名

・住居確保給付金申請受理件数260件

・事務処理アルバイト配置数1名

生活に困っている世帯に対する支援体制を

強化することができた。
生活福祉課

95 シャトルバス等運行事業

Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベン

ト・エンターテインメント事業等に対す

る支援

動植物園等の観光スポットを結ぶシャトルバスを運行

し、観光客の誘客を図る。
1,841

・観光バス利用者数225人（13日運行）

・観光タクシー利用者数82人（14日運行）
観光客を誘客することができた。 観光振興課

5 資料デジタル化及び公開事業 Ⅲ-２．地域経済の活性化
図書館等が保有する資料をデジタル化し、図書館等に

おける感染症拡大防止を図る。
2,500

・デジタル化資料数215点

・サイト閲覧数365,684件

図書館等での感染症拡大を防止することが

できた。
図書館

24
公共施設等における花きの活用拡

大支援事業
Ⅲ-２．地域経済の活性化

公共施設（市内小中学校等）等での花きを活用するこ

とで花きを身近に感じてもらい、新たな需要を生み出

すことで花き産業の活性化を図る。

2,198
・活用花き数（大輪３本立ち）：326鉢

・活用花き数（ミディ系）：652鉢

花き産業の活性化につなげることができ

た。
農業支援課

33 動画配信機器整備事業 Ⅲ-２．地域経済の活性化

文化施設において、オンライン配信により公演鑑賞機

会を提供するための機材とインターネット環境を整備

し、コロナ禍でも文化活動を継続して行うことのでき

る環境を整える。

3,738 動画配信機器利用回数16回（R3.4～R4.2）
文化活動を継続して行うことのできる環境

を整えることができた。

「文化のま

ち」づくり

課

48 豊橋エールチケット補助金 Ⅲ-２．地域経済の活性化

民間の実行委員会によるプレミアム付商品券発行に助

成を行い、地域の消費を換気し、経済の活性化を図

る。

41,584 商品券換金率99.49％
地域の消費を喚起し、経済を活性化するこ

とができた。

商工業振興

課

53 豊橋産農産物販売促進事業補助金 Ⅲ-２．地域経済の活性化
大葉等のツマモノの販売促進にかかる経費に対して助

成を行い、需要を喚起する。
1,800

・補助件数1件

・大葉等つまものＰＲイベント開催
大葉等の需要を喚起することができた。 農業企画課
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実施計画

No
事業名 緊急経済対策との関係 事業概要

総事業費

(千円)
実績 効果検証 担当課

96 農産物プロモーション業務 Ⅲ-２．地域経済の活性化

新型コロナウイルス感染症の影響により販売数や価格

が減少した大葉等のツマモノの新商品開発及び販売促

進を行い、地域経済の活性化を図る。

550
・大葉を利用したクラフトビールを開発

・販売本数837本（令和２年度実績）
大葉農家を支援することができた。 農業企画課

100
GoToまちなか共通駐車券事業補助

金
Ⅲ-２．地域経済の活性化

まちなかの商店街等がイベントを実施する際にイベン

ト来場者に配布する共通駐車券購入費に対する助成を

行い、イベントを契機とした地域経済の活性化を図

る。

2,470 共通駐車券配布数2470セット
イベントを契機として地域経済を活性化す

ることができた。

まちなか活

性課

37 Web会議環境整備
Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・

トランスフォーメーションの加速

市職員用タブレットを整備し、Web会議等を推進す

る。
2,656 タブレット整備台数43台 Web会議等を推進することができた。 情報企画課

38 ネットワーク再編設計業務委託
Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・

トランスフォーメーションの加速

庁内ネットワークの再編に向けた設計を行い、新型コ

ロナウイルス感染症に対応した働き方を推進する。
9,482

豊橋市のネットワーク基盤を構成するICT整

備方針とその方針に基づいて本庁舎の総合

ネットワーク機器仕様を作成。

新しい働き方の推進に向けた庁内ネット

ワークの再編設計ができた。
情報企画課

57 市立高等学校教育支援事業
Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・

トランスフォーメーションの加速

市立豊橋高等学校にオンライン学習支援サービスを導

入し、臨時休校時でもオンラインにより学習を継続で

きる環境を整備する。

3,647
オンライン学習支援サービス利用生徒数650

人

臨時休校時に学習を継続できる環境を整備

できた。
教育政策課

79 コワーキングスペース実証実験
Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・

トランスフォーメーションの加速

子育て世帯が利用できるコワーキングスペース環境を

期間限定で整備し、コロナ禍におけるテレワーク等を

推進する。

124 利用人数のべ25人

利用人数は多くなかったものの、実証期間

内の働きやすい環境を整備することができ

た。

未来創生戦

略室

80
男女共同参画センター施設環境整

備事業
Ⅳ-４．公共投資の早期執行等

男女共同参画センターの空調機を取り替え、換気機能

を向上させ、感染症の防止を図る。
1,265

・施設利用人数13,170人（令和2年度）

・空調機1基を取替

男女共同参画センターでの感染症拡大を防

止することができた。

市民協働推

進課
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