
令和4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活用（予定）事業
R5.1現在

（千円）

うち交付金額

合計 4,695,098 3,981,286

1
新型コロナウイルス
感染症対策事業（啓
発用経費）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市民等に対
し、ホームページ等での情報発信に加え、コミュニティ掲示
板等でのポスター掲示や広報車両による啓発パトロール
などの感染予防に係る啓発を行う。また、警察とも連携し、
駅前商店街において、外出自粛や店舗空き巣のパトロー
ルを実施する。

R4.4 R5.3 500 500
ポスター掲示、啓発パトロール、キャンペーン
などの実施回数（3回）

2
介護保険施設等新
規入所者PCR検査
事業

新型コロナウイルス感染症対策として、介護保険施設等
への新規入所者のうち検査を希望する方へのPCR検査を
実施する。

R4.4 R5.3 4,955 4,955 PCR検査受検者数（344件）

3
要介護者一時受入
事業（介護）

介護者が新型コロナウイルスに感染し入院した場合等に
おいて、濃厚接触者等となった在宅の高齢者を一時的に
受け入れる施設を確保する。

R4.4 R5.3 3,557 3,557
必要なサービス確保ができないまま在宅生活
が継続された濃厚接触者等の発生件数（0
件）

4
濃厚接触者等在宅
支援提供事業（介
護）

介護サービスを利用する高齢者が、新型コロナウイルス
感染症の濃厚接触者等または陽性者に該当した場合で
も、日常生活において必要なサービスを継続するため、当
該濃厚接触者等または陽性者に在宅支援等の提供を行う
介護サービスの従事者に対して、協力金を支給する。

R4.4 R5.3 207,897 207,897 協力金支給件数（18,779件）

5
障害者支援施設新
規入所者PCR検査
事業

新型コロナウイルス感染症対策として、障害者支援施設
への新規入所者のうち検査を希望する方へのPCR検査を
実施する。

R4.4 R5.3 160 160 PCR検査受検者数（11件）

6
要介護者一時受入
事業（障害福祉）

介護者が新型コロナウイルスに感染し入院した場合等に
おいて、濃厚接触者等となった在宅の障害者を一時的に
受け入れる施設を確保する。

R4.4 R5.3 3,168 3,168
必要なサービス確保ができないまま在宅生活
が継続された濃厚接触者等の発生件数（0
件）

7
濃厚接触者等在宅
支援提供事業（障害
福祉）

障害福祉サービスを利用する障害者・児が、新型コロナウ
イルス感染症の濃厚接触者等または陽性者に該当した場
合でも、日常生活において必要なサービスを継続するた
め、当該濃厚接触者等または陽性者に支援を行う障害福
祉サービスの従事者に対して、協力金を支給する。

R4.4 R5.3 17,967 17,967 協力金支給件数（2,089件）

8
乳幼児健康診査事
業

新型コロナウイルス感染症対策として、緊急事態宣言等
が発令される感染拡大期に備え、乳幼児健診を適切な時
期に実施するため、医療機関と連携して、幼児の歯科診
察を委託し、感染対策を実施しながら集団健診を継続して
いく体制を整備する。

R4.4 R5.3 5,711 5,711 健康診査受診率（97％）

9
感染症対策事業（回
復高齢者等転院受
入支援事業）

症状が改善したものの、引き続き医療支援が必要な高齢
者等について、新型コロナウイルス感染症専用病床から
の転院を促進するため、受入先の医療機関等へ受け入れ
患者１人当たり10万円の協力金を支給する。

R4.4 R5.3 2,700 2,700
コロナ専用病床における受入可能件数（66
件）

10
感染症対策事業（保
育施設の従事者に
対する検査の実施）

新型コロナウイルス感染症対策として、感染状況の確認
や集団感染への早期対応を図るため、保育施設等に従事
する職員に対して定期的に一定数のPCR検査を実施す
る。

R4.4 R5.3 17,000 17,000 対象施設のクラスター発生件数（0件）

11
感染症対策事業（相
談窓口設置）

新型コロナウイルス感染症対策として、携帯電話等を活用
し、回線を増加させることで、積極的疫学の体制を強化す
る。

R4.4 R5.3 3,408 3,408
携帯電話90台体制で、聴き取りや電話相談な
どコロナ対応業務を円滑に遂行する

12

感染症対策事業（新
型コロナウイルス感
染症陽性患者夜間
一時受入病室確保
支援）

新型コロナウイルス感染症対策として、夜間救急搬送時
の陽性患者について入院先の調整を行う間、一時的に患
者の病室を確保するための補助を行う。

R4.4 R5.3 12,220 12,220
夜間救急時搬送時における入院先が見つか
らない陽性患者の発生件数
（0件）

13

墓園維持管理事業
（墓園使用料に係る
口座振替システム構
築）

新型コロナウイルス感染症対策として、利用者の接触機
会の減少を目的とし、墓園利用に係る口座振替システム
を構築する。

R4.4 R5.3 968 968
口座振替実施率（口座振替対象区画/徴収対
象区画＝68％）

14 緊急雇用対策事業
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた非常勤職員
（会計年度任用職員）を募集する（特別会計への繰出金を
含む）。

R4.4 R5.3 63,050 63,050 就労機会の確保（25人程度）

総事業費 成果目標No 交付対象事業の名称 事業の概要 事業始期 事業終期
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令和4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活用（予定）事業
R5.1現在

（千円）

うち交付金額
総事業費 成果目標No 交付対象事業の名称 事業の概要 事業始期 事業終期

15 創業支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響下において、新しい生
活様式や新しい働き方等の変化が生まれている中、新た
なビジネスにチャレンジする創業者を対象に、創業時に要
する経費の一部を補助する。

R4.4 R5.3 63,989 63,989 補助交付件数（100件）

16
脱炭素化設備等導
入促進支援事業

市内中小企業者の太陽光発電設備と蓄電池を組み合わ
せた再生可能エネルギー設備の導入や、高機能・高効率
な空調設備等の省エネルギー設備の導入を支援すること
で、エネルギーの安定供給対策を行うとともに、新型コロ
ナウイルス感染症の影響による物価高騰に直面する事業
者への支援を行うほか、脱炭素社会の実現に寄与する。

R4.4 R5.3 27,645 27,645 補助交付件数（30件）

17
SDGs「あま咲きコイ
ン」推進事業（ポイン
ト還元）

コロナ禍における物価高騰の負担を軽減するとともに、
キャッシュレスの推進及び新型コロナウイルス感染症の影
響により落ち込んだ地域経済の消費喚起を図るため、電
子地域通貨「あま咲きコイン」を活用し、コイン購入（チャー
ジ）時及びコイン利用による決済時のポイント還元事業を
実施する。

R4.4 R5.3 389,233 389,233
1ポイント1円として市内加盟店で利用可能な
「あま咲きコイン」の年間発行ポイント数（696
百万ポイント）

18
製造業生産性向上
支援事業

ポストコロナを見据えた経済対策として、市内製造事業者
に対し、製造機器設備の自動化や遠隔操作のための機
器・設備の導入（IoT化）に係る費用、コロナ感染防止のた
めの作業員の健康・安全の確保及び精密機器の仕上がり
精度が低下することを防止するための空調等の新設・更
新に係る費用を一部補助する。

R4.4 R5.3 113,655 113,655 補助交付件数（71件）

19
中小企業減災支援
事業（中小企業BCP
策定にかかる補助）

ポストコロナを見据えた経済対策（社内において感染が拡
大した場合にも事業が継続できるよう）として、市内中小企
業等がBCP（災害時などの事業継続計画）策定に要する
費用を一部補助する。

R4.4 R5.3 9,474 9,474 補助交付件数（8件）

20

販路拡大・人材確保
事業（コーディネー
ター連携による販路
拡大と人材確保の推
進）

ポストコロナを見据えた経済対策として、市内事業者の安
定した企業経営を継続することを目的にコーディネーター
等を活用した販路開拓と人材確保の機会を創出する事業
を実施する。

R4.4 R5.3 2,000 2,000 ビジネスマッチング件数（40件）

21
尼崎城魅力向上事
業

新型コロナウイルス感染症の影響で減少した入場者数回
復のため、尼崎城に継続して来城者が訪れるよう、魅力向
上につながる展示等の充実を図る。

R4.4 R5.3 5,500 5,500 尼崎城天守入城者（85,000人）

22
スクール・サポート・
スタッフの追加配置

教員の事務のサポートや教室内の換気・消毒などの新型
コロナウイルス感染症対策を行うスクール・サポート・ス
タッフを追加配置する。

R4.4 R5.3 47,968 47,968 追加配置校（59校）

23

要保護・準要保護児
童生徒就学援助費
等扶助費（通信環境
整備のための一時
金の支給）

新型コロナウイルス感染症対策として、経済的理由により
オンライン学習通信環境がない世帯に対し、オンライン学
習通信費を支給することで通信環境整備の一助を担う。

R4.4 R5.3 1,032 1,032
経済的理由によりオンライン通信学習環境が
整っていない世帯数（0世帯）

24
行政情報推進化事
業（行政手続オンラ
イン化事業）

新型コロナウイルス感染症対策として、現在、来庁により
紙等で行われている各種行政手続のオンライン化を推進
するにあたり必要な機器を導入する。

R4.4 R5.3 7,766 7,766 オンライン申請導入（50手続）

25
新型コロナ対応のた
めの体制拡充事業

新型コロナウイルス感染症への対応のため体制拡充に必
要な会計年度任用職員の任用及び任期の定めのない職
員への時間外勤務手当又は特殊勤務手当を支給する（特
別会計への繰出金を含む）。

R4.4 R5.3 132,056 132,056

新型コロナウイルス感染症対応のための体
制拡充として、少なくとも3業務に対して会計
年度任用職員を雇用し、コロナ対応業務を円
滑に遂行する。

26
町会灯助成事業（地
図情報あまがさきの
改修）

新型コロナウイルス感染症対策として、現在公開している
地図情報あまがさきの一部機能を拡張し申請及び補助対
象となる街灯の位置情報を公開する。また、補助の申請を
スマートフォン等で簡単に行えるシステムを構築する。

R4.4 R5.3 1,848 1,848 電子申請利用者率（100％）

27

学校保健特別対策
事業費補助金（感染
症対策等の学校教
育活動継続支援）

新型コロナウイルス感染症対策として、学校における感染
症対策に必要な衛生用品等を購入する。

R4.4 R5.3 100,800 50,400 感染症対策実施校数（63校）

28

教育支援体制整備
事業費交付金（幼稚
園の感染症対策支
援）

新型コロナウイルス感染症対策として、幼稚園における感
染症対策に必要な衛生用品等を購入する。

R4.4 R5.3 4,500 2,250 感染症対策実施園数（9園）
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令和4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活用（予定）事業
R5.1現在

（千円）

うち交付金額
総事業費 成果目標No 交付対象事業の名称 事業の概要 事業始期 事業終期

29

障害者総合支援事
業費補助金（新型コ
ロナウイルス感染症
に係る障害福祉サー
ビス等事業者に対す
るサービス継続支援
事業）

利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生し
た障害福祉サービス事業所等に対し、利用者に必要な
サービス等を継続して提供できるよう、通常のサービス等
の提供時では想定できない、かかり増し経費等を補助す
るなど、在宅生活を強いられる障害者等への支援体制を
確保する。

R4.4 R5.3 7,754 2,585 補助事業者数（19事業所）

30

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
護施設等の衛生管
理体制確保支援等
事業）

無料低額宿泊所３施設に衛生用品を配付し、新型コロナ
ウイルス感染症の感染予防を図る。

R4.4 R5.3 241 61 衛生用品を配付する事業者数（3事業所）

31

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（生
活困窮者自立支援
の機能強化事業）

新型コロナウイルス感染症により、住居確保給付金の申
請件数が大幅に増えたことによる申請業務への対応及
び、生活困窮者からの相談が増えたことに伴う支援の出
口確保のための求人開拓や就労支援の拡充対応のた
め、人員体制の強化を行う。

R4.4 R5.3 11,920 2,981 住居確保給付金の支給件数（1,620件）

32

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
きこもり支援体制構
築加速化事業）

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、ひき
こもり当事者やその家族の孤独感等が深刻化し、きめ細
やかなひきこもり等支援の需要が高まっていることから、
支援に拒否的であったり、課題に気づいていない当事者
に対し、信頼関係を構築するため、継続的な訪問支援、い
わゆるアウトリーチ手法を取り入れた支援を行うための体
制の構築を加速化する。

R4.4 R5.3 543 137 アウトリーチ支援件数（60件）

33

母子保健衛生費補
助金（乳幼児健康診
査個別実施支援事
業）

新型コロナウイルス感染症対策として、緊急事態宣言相
当下において、感染拡大（3密）を防ぎ、乳幼児健診を適切
な時期に実施するため、医療機関と連携して、幼児の歯科
診察を委託し、個別健診を実施する。

R4.4 R5.3 6,410 3,206 健康診査受診率（97％）

34

母子保健衛生費補
助金（新型コロナウ
イルス流行下におけ
る妊産婦総合対策事
業）

新型コロナウイルス感染症対策として、妊婦の不安解消を
図るため、希望者に対して分娩前のPCR検査を実施する。
また、感染が判明した妊産婦に対して、訪問等により寄り
添ったケア支援を行う。

R4.4 R5.3 490 251 分娩前PCR検査事業助成件数（25件）

35
母子保健衛生費補
助金（産後ケアにお
ける感染防止対策）

新型コロナウイルス感染症対策として、産後ケア事業を実
施する施設に対し衛生用品の配布等を行う。

R4.4 R5.3 3,500 1,750
身近に子育ての悩みや不安を相談できる環
境があると感じる市民の割合（54.4％）

36

子ども・子育て支援
交付金（新型コロナ
ウイルス感染症対策
事業（地域子育て支
援拠点事業、病児保
育事業、ファミリーサ
ポートセンター事
業））

新型コロナウイルス感染症対策として、地域子育て支援拠
点事業を実施する施設等に対して、衛生用品の確保に必
要な経費等の一部を補助する。

R4.4 R5.3 4,200 1,400 補助施設数（16施設）

37

保育対策総合支援
事業費補助金（新型
コロナウイルス感染
症対策事業（認可外
保育））

新型コロナウイルス感染症対策として、法人保育施設等に
対して、衛生用品の確保に必要な経費等の一部を補助す
る。

R4.4 R5.3 11,800 5,900 補助施設数（36施設）

38

保育対策総合支援
事業費補助金（新型
コロナウイルス感染
症対策事業（保育
園、認定こども園、小
規模保育事業所)）

新型コロナウイルス感染症対策として、法人保育施設等に
対して、衛生用品の確保に必要な経費等の一部を補助す
る。

R4.4 R5.3 50,000 25,000 補助施設数（123施設）

39

保育対策総合支援
事業費補助金（保育
環境改善等事業（新
型コロナウイルス感
染症対策のための
簡易な改修等））

法人保育施設等に対して、新型コロナウイルス感染症対
策のための改修や必要な設備の整備等（床の乾式化や非
接触型蛇口の設置等）に要する経費の一部を補助する。

R4.4 R5.3 10,290 6,860 補助施設数（10施設）

40

子ども・子育て支援
交付金（新型コロナ
ウイルス感染症対策
事業（延長保育事
業、一時預かり事
業））

新型コロナウイルス感染症対策として、法人保育施設等に
対して、衛生用品の確保に必要な経費等の一部を補助す
る。

R4.4 R5.3 42,300 14,100
延長保育：補助施設数（109施設）
一時預かり：補助施設数（62施設）
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令和4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活用（予定）事業
R5.1現在

（千円）

うち交付金額
総事業費 成果目標No 交付対象事業の名称 事業の概要 事業始期 事業終期

41

子ども・子育て支援
交付金（新型コロナ
ウイルス感染症対策
事業（簡易な改修））

法人保育施設等に対して、新型コロナウイルス感染症対
策のための改修や必要な設備の整備等（床の乾式化や非
接触型蛇口の設置等）に要する経費の一部を補助する。

R4.4 R5.3 99,000 33,000 補助対象施設数（99施設）

42

保育対策総合支援
事業費補助金（新型
コロナウイルス感染
症対策事業（公立保
育所））

新型コロナウイルス感染症対策として、公立保育所におけ
る衛生用品等を購入する。

R4.4 R5.3 8,400 4,200 実施施設数（17施設）

43

保育対策総合支援
事業費補助金（新型
コロナウイルス感染
症対策事業（公立保
育所の簡易的な改
修））

公立保育所において、新型コロナウイルス感染症対策の
ための改修や必要な設備の整備等（非接触型蛇口の設置
等）を行う。

R4.4 R5.3 17,000 5,668 実施施設数（17施設）

44

子ども・子育て支援
交付金（新型コロナ
ウイルス感染症対策
事業（児童ホーム））

新型コロナウイルス感染症対策として、公設児童ホームに
おける衛生用品等を購入し、民間児童ホームに対して、衛
生用品の確保等必要な経費の一部を補助する。

R4.4 R5.3 39,300 13,100 実施・補助施設数（98施設）

45

子ども・子育て支援
交付金（新型コロナ
ウイルス感染症対策
事業（公設プレハブ
施設））

公設の児童ホームにおいて、新型コロナウイルス感染症
対策のための改修や必要な設備の整備等を行う。

R4.4 R5.3 4,300 1,434 実施施設数（43施設）

46

子ども・子育て支援
交付金（利用者支援
事業（新型コロナウィ
ルスの感染拡大防
止に配慮した相談支
援体制強化事業））

新型コロナウィルス感染症対策として、必要な衛生用品等
を購入し、利用者支援事業を継続的に実施する。

R4.4 R5.3 300 100 実施施設数（1施設）

47

子育て支援対策臨
時特例交付金（不妊
に悩む方への特定
治療支援事業）

特定不妊治療に要した費用の一部を助成する事業につい
て、所得制限の撤廃及び助成額を拡充することでコロナ禍
における不妊に悩む方の経済的負担の軽減を図る。

R4.4 R5.3 74,349 37,176 申請延べ件数（324件）

48

保育対策総合支援
事業費補助金（ICT
化推進事業費補助
金）

新型コロナウイルス感染症対策として、法人保育施設等に
対して、保育現場のICT化に要する経費の一部を補助す
る。

R4.4 R5.3 18,000 6,000
コロナ対策及び保育士への負担軽減につい
てのアンケートにおいて、負担軽減になったと
の回答割合（100％）

49
感染症対策事業（保
健所業務のアウト
ソーシング等）

新型コロナウイルス感染症対策として、人材派遣を活用し
た保健所業務の効率化等を図る。また、事務職の派遣等
により、軽症者の聴き取り、証明書の発行や積極的疫学
調査を行うための体制強化を図る。

R4.6 R5.3 106,096 106,096
保健所業務のアウトソーシングを図るために1
日当たり最大41人を派遣し、新型コロナウイ
ルス感染症対応のための体制強化を図る

50

街頭犯罪防止等対
策事業（自動録音機
能付電話機等購入
補助）

全国的に特殊詐欺認知件数が増加しており、その背景と
して、コロナ禍において医療費や保険料などに対する関心
が高まり、被害が多大となっていることから、特殊詐欺防
止のため、高齢者世帯に対して自動録音機能付電話機等
の購入経費を補助する。

R4.6 R5.3 7,089 4,809
市内の特殊詐欺認知件数（96件）
※対前年度5％減（R3：102件）

51 雇用創造支援事業

コロナ禍での企業の採用活動については、非対面型を重
視したオンライン化での実施が進んでいる。若年層を中心
に市内企業への就職を促進するため、各種イベントやセミ
ナーをオンライン上で開催するとともに、併せて参加企業
を紹介する記事や動画等を作製し、市内企業の魅力発
信・情報発信を行うことで、ポストコロナにおける企業の人
材確保を支援する。

R4.6 R5.3 12,364 12,364 イベントの参加者（80人）

52
中小企業スキルアッ
プ支援補助金関係
事業

ポストコロナを見据えて市内中小企業が実施したDX化・Iot
化に係る従業員等の能力向上を図るための研修・講座及
び資格取得に関する経費を一部補助する。

R4.6 R5.3 9,000 9,000 補助交付件数（20件）

53
感染症対策（学級閉
鎖等）に係る学校給
食費免除事業

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から学
年閉鎖や学級閉鎖などを行ったこと（学校事由）に伴い、
欠食となった者の給食費を免除する。

R4.4 R5.3 19,001 19,001
欠食となった方に対する負担軽減を行った割
合（100％）

54
子育て世帯あま咲き
コイン給付関係事業

コロナ禍において物価高騰等の影響を受けている子育て
世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金の
対象とならない子育て世帯に対してあま咲きコインを給付
することで、子育て世帯を支援し、あわせて地域経済の活
性化を図る。

R4.6 R5.4以降 534,683 534,683 支給対象者数（55,000人）
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令和4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活用（予定）事業
R5.1現在

（千円）

うち交付金額
総事業費 成果目標No 交付対象事業の名称 事業の概要 事業始期 事業終期

55
水道事業会計・下水
道事業会計繰出・補
助

新型コロナウイルス感染症の影響による原油価格・物価
高騰に直面する市民・事業者への支援として、水道料金
の基本料金及び下水道使用料の基本使用料を減免する。

R4.6 R5.3 1,320,000 1,320,000 ・減免対象件数（約25万戸）

56

感染症対策事業（高
齢者施設等の従事
者に対する検査の実
施）

新型コロナウイルス感染症対策として、感染状況の確認
や集団感染への早期対応を図るため、高齢者施設等に従
事する無症状の一定割合の職員を対象に、定期的なPCR
検査を実施する。

R4.6 R5.3 16,368 16,368 対象施設のクラスター発生件数（0件）

57
感染症対策事業（抗
原検査キットの配送）

新型コロナウイルス感染症対策として、兵庫県の「自主療
養制度」を活用するために、自己検査に必要な抗原検査
キットの配送を行う。

R4.8 R5.3 578 578
医療機関の負担軽減
対象施設のクラスター発生件数（0件）

58

学校行事新型コロナ
ウイルス感染症対策
事業（修学旅行新型
コロナウイルス感染
症対策事業）

新型コロナウイルス感染症対策として、修学旅行の延期・
中止に伴うキャンセル料を公費負担し、保護者の負担を
軽減する。

R4.4 R5.3 7,633 7,633
延期・中止となった学校に対する負担軽減を
行った割合（100％）

59
教育・保育施設給食
費負担軽減事業

コロナ禍における子育て世帯に対する物価高騰の負担を
軽減する支援として、これまで通りの栄養バランスのとれ
た給食が実施されるよう、法人保育施設・私立幼稚園等に
対して物価高騰相当分を補助する。

R4.9 R5.3 68,220 68,220

補助対象施設数
（認可保育所63施設）
（認定こども園21施設）
（小規模保育事業46施設）
（認可外保育42施設）
（私立幼稚園11施設）

60
公立保育所運営事
業

コロナ禍における子育て世帯に対する物価高騰の負担を
軽減する支援として、これまで通りの栄養バランスのとれ
た給食を実施するため、公立保育所の物価高騰相当分を
負担する。

R4.9 R5.3 7,625 7,625 実施施設数（17施設）

61
給食物資調達関係
事業

コロナ禍における物価高騰対策として、これまで通りの栄
養バランスのとれた学校給食を実施するため、小中学校
等の物価高騰相当分を負担する。

R4.9 R5.3 80,154 74,115
給食を喫食する児童生徒のうち物価高騰相
当分の負担軽減が行われた児童生徒の割合
（100％）

62
公共交通事業者燃
料価格高騰対策支
援補助金

新型コロナウイルス感染症対策として、市民生活を支える
公共交通事業者に対し、急激な燃料費の上昇による影響
を抑制するため、燃料価格高騰相当分を一部補助する。

R4.9 R5.3 28,500 28,500 対象事業者への交付率（100％）

63
物価高騰対策福祉
施設等支援事業費
（介護）

コロナ禍における物価高騰対策として、民営の介護施設
等の利用者への安定的なサービス提供に資するため、物
価高騰の影響を受けた当該施設等に対して給付金を給付
する。

R4.9 R5.3 116,319 116,319 支給事業所数（949事業所）

64
物価高騰対策福祉
施設等支援事業費
（障害福祉）

コロナ禍における物価高騰対策として、民営の障害福祉
施設等の利用者への安定的なサービス提供に資するた
め、物価高騰の影響を受けた当該施設等に対して給付金
を給付する。

R4.9 R5.3 31,062 31,062 支給事業所数（389事業所）

65
物価高騰対策福祉
施設等支援事業費
（障害福祉（児））

コロナ禍における物価高騰対策として、民営の障害福祉
（児）施設等の利用者への安定的なサービス提供に資す
るため、物価高騰の影響を受けた当該施設等に対して給
付金を給付する。

R4.9 R5.3 6,888 6,888 支給事業所数（116事業所）

66
コロナ対策信用保証
料補助金関係事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者が
兵庫県中小企業融資制度の利用に際し必要な信用保証
料の一部を補助する。

R4.9 R5.3 86,923 86,923 補助交付件数（250件）

67
観光地域づくり推進
事業

ポストコロナを見据えた経済対策として、尼崎城、寺町等
に音声ガイドを導入するとともに、ガイドカードを発行す
る。

R4.9 R5.3 10,677 10,677 観光客入込客数の増加（164.2万人以上)

68
都市農業活性化推
進事業

新型コロナウイルス感染症対策として、利用者の接触機
会の減少を目的とし、公共施設に野菜の無人販売機を設
置するほか、農業者に対して野菜の無人販売機購入費の
一部を補助する。

R4.9 R5.3 5,970 5,970 補助交付件数（3件）

69
歴史的公文書等管
理・公開事業

新型コロナウイルス感染症対策として、歴史博物館及び中
央図書館に保管されている明治期から大正期にかけての
歴史的公文書等をデジタル化するとともに簿冊目録を作
成する。

R4.9 R5.3 10,727 10,727
デジタル化された歴史的公文書等冊数（200
冊）
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令和4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活用（予定）事業
R5.1現在

（千円）

うち交付金額
総事業費 成果目標No 交付対象事業の名称 事業の概要 事業始期 事業終期

70 ＭＬＡ連携推進事業

新型コロナウイルス感染症対策として、歴史博物館所蔵
図書検索システムと図書館検索システムを一元化し、Web
上で公開することで、市民の利便性向上と学ぶ機会の充
実を図る。

R4.9 R5.3 12,414 12,414
図書館検索システムに一元化された歴史博
物館所蔵図書数（58,000冊）

71
VRを活用したクリー
ンセンター施設見学・
紹介動画の作成

新型コロナウイルス感染症対策として、接触機会の減少を
図るため、VRの活用により、実地での見学体験の代替とし
て視聴者に焼却施設や破砕選別施設をより詳細にリアル
に体験してもらえる動画を作成し、公開する。

R4.9 R5.3 1,434 1,434 動画視聴回数（公開後半年で2,000回）

72

新型コロナウイルス
感染症対策事業（衛
生管理体制確保支
援等事業）

コロナ禍における今後の感染拡大期への備えとして、厚生
労働省から送付された衛生用品（マスク、手袋等）を介護・
障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等へ迅速に提
供するため、衛生用品の梱包・配送等業務の委託を実施
する。

R4.10 R5.3 1,100 1,100 業務委託による衛生用品の送付回数（1回）

73
公衆浴場燃油価格
高騰対策支援事業

コロナ禍における物価高騰対策として、一般公衆浴場に
対し、燃料価格高騰による負担を軽減するため、支援金を
交付する。

R4.12 R5.3 6,960 6,960 支援金交付施設数(29施設)

74

子ども・子育て支援
交付金（乳児家庭全
戸訪問事業（特例措
置分））

こんにちは赤ちゃん事業を実施する事業者に対し、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のために衛生用品等の配布
を行う。

R4.4 R5.3 150 50
身近に子育ての悩みや不安を相談できる環
境があると感じる市民の割合（54.4％）

75

子ども・子育て支援
交付金（養育支援訪
問事業（特例措置
分））

育児支援専門員派遣事業を実施する事業者に対し、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のために衛生用品等の配
布を行う。

R4.4 R5.3 185 63
身近に子育ての悩みや不安を相談できる環
境があると感じる市民の割合（54.4％）

76

疾病予防対策事業
費等補助金（特定感
染症検査等事業（緊
急風しん抗体検査等
事業））

風しんワクチンの定期接種の機会がなかった男性を対象
に、風しんの抗体検査を実施し、その結果、十分な量の抗
体がないことが判明した方に対して、予防接種（ＭＲワクチ
ン）を推奨する。

R4.4 R5.3 2,406 1,203 抗体検査数（3,130件）

77

デジタル田園都市国
家構想推進交付金
（歴史的公文書等管
理・公開事業）

新型コロナウイルス感染症対策として、尼崎市公文書の
管理等に関する条例に基づき、保存期間を終えた公文書
のうち歴史資料として重要な公文書をデジタル化する。

R4.4 R5.3 1,390 695 デジタル化された歴史的公文書冊数（244冊）

78
教育・保育施設等光
熱費負担軽減事業

コロナ禍における光熱費の物価高騰対策として、教育・保
育施設等の利用者への安定的なサービス提供に資するた
め物価高騰の影響を受けた、当該施設に対して物価高騰
相当分を補助する。

R5.2 R5.3 34,819 34,819

補助対象施設数
（認可保育所63施設）
（認定こども園14施設）
（小規模保育事業46施設）
（認可外保育46施設）
（民間児童ホーム36施設）
（母子生活支援施設1施設）

79

妊娠出産子育て支
援交付金（出産・子
育て応援給付金関
係事業）

コロナ禍において、出産や子育てに係る妊産婦等への経
済的支援を実施するとともに、課題を抱える妊産婦等を必
要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

R4.12 R5.3 485,775 80,963
身近に子育ての悩みや不安を相談できる環
境があると感じる市民の割合（54.4％）

80

介護保険事業費補
助金（介護報酬改定
等に伴うシステム改
修事業（市町村実施
分（特定個人情報
データ標準レイアウト
改版分）））

「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯
金口座の登録等に関する法律」に基づき特定個人情報
【89】（口座情報）を利用した情報照会の希望有無確認が
出来るよう市民送達物かつ支給帳票に公金受取口座利用
の申請欄を追加し、公金受取口座利用者の情報を管す
る。

R4.4 R5.3 644 215 制度改正対応（10帳票）

81
定時制高等学校給
食事業

コロナ禍における物価高騰対策として、これまで通りの栄
養バランスのとれた学校給食を実施するため、定時制高
等学校の物価高騰相当分を負担する。

R5.1 R5.3 198 169
給食を喫食する生徒のうち物価高騰相当分
の負担軽減が行われた生徒の割合（100％）

82
20歳のセレモニー事
業（成人の日のつど
い事業）

令和4年度の20歳のセレモニー事業については、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止対策として、式典を午前の
部と午後の部の2部制で実施するとともに、式典時間を短
縮する等の対策を講じて行う。

R5.1 R5.3 390 390 イベントの参加者（4,000人）

83
地方消費者行政強
化交付金（消費者行
政活性化事業）

新型コロナウイルス感染症拡大を契機に新たな消費者問
題が発生していることを踏まえ、幅広いテーマに対応する
啓発事業を実施する。

R4.4 R5.3 532 267
開催の都度「役に立った」の評価を得る割合
（８割以上）

＊事業費は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付申請に用いたもの。
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