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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（令和 2年度実施計画） 

 

№ 事業名 実績額（円） 担当課 

1 

茂原市中小企業信用保証料助成金交付事業 3,252,634  商工観光課 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等が、千葉県中小企業振興資金融資制度を利

用する際の負担軽減を図るため、千葉県信用保証協会に支払う信用保証料を助成する。 

・助成金：上限 500,000円 

2 

茂原市中小企業融資利用者信用保証料助成金交付事業 7,464,511  商工観光課 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等の資金繰りを支援するため、茂原市中小企

業融資制度利用者に信用保証料全額と利子全額の助成を行う。 

・信用保証料：上限 500,000円、利子：上限 300,000円。 

3 

茂原市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付事業 51,200,000  商工観光課 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、千葉県による使用制限等の要請に応じた施設や、休業

又は適切な感染防止対策の協力があった市内中小企業者等に協力金を交付。 

・協力金：1店舗あたり 10万円を交付（上限 30万円） 

4 

ひとり親家庭等緊急支援給付金支給事業 23,623,265  子育て支援課 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う事業者の休業などにより、収入の減少の影響を大きく受け

ると考えられるひとり親家庭等に対し、給付金を支給。 

・対象世帯につき 30千円、第 2子以降は児童 1人につき 10千円を加算。 

5 

マスク配付事業 5,720,000  健康管理課 

新型コロナウイルス感染症対策の観点から、市内医療機関等へマスクを配付する。 

・マスク 13,000枚×44円＝5,720,000円 

6 

消毒液供給事業  237,600  健康管理課 

市内の高齢者福祉施設及び障害者福祉施設に対し、入手が困難になっていた消毒液（手指消毒剤）を

供給する。 

・手指消毒剤 237,600円 

7 

災害非常用対策事業 5,036,509  防災対策課 

新型コロナウイルス感染症対策のため、指定避難所に配備するマスク等を購入する。 

・段ボールパーテーション 3,763,373円 他 

8 

茂原市中小企業再建支援金交付事業  102,272,100  商工観光課 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、千葉県中小企業再建支援金の支給を受けた市内中小企業

及び個人事業主に対し支援金を交付する。 

・支援金：1事業者あたり 10万円。 
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※ただし、No.3茂原市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象となった事業者を除く。 

9 

緊急対応型雇用創出事業 11,844,658  職員課 

新型コロナウイルス感染症拡大による経済状況の悪化などを受け、雇止め又は採用内定を取り消さ

れた者を任期付職員として採用する。（任期：R2.7.1～R3.3.31） 

・３名採用。給料、共済費等合計 11,844,658円。 

10 

帰国者・接触者外来設置運営協力金  6,345,000  健康管理課 

県からの依頼により「帰国者・接触者外来」を設置し、検体採取を行っている長生郡市内の医療機

関に対して、長生郡市内 7市町村で負担割合（均等割 20％、人口割 80％）に応じた協力金を支給。 

・協力金：検査１件当たり 100,000円。 

 ※２病院合計 13,000,000円。茂原市の負担額合計 6,345,000円。 

11 

消毒液・マスク供給支援事業 13,540,503 健康管理課 

新型コロナウイルス感染拡大防止を図るとともに、高齢者の生命の安全確保のため、市内の高齢者

福祉施設に対し、入手が困難になっていた消毒液、マスク等を供給する。 

・使い捨てマスク 4,191,000円 

・消毒液     9,338,604円 他 

12 

必需物品供給事業 1,320,000 健康管理課 

新型コロナウイルス感染症対策のため、国からの布マスク供給を受けない保育所及び幼稚園の園児

に布マスクを購入し配布する。 

・布マスク  1,320,000円 

13 

オンラインカウンセリング支援事業 458,149 健康管理課 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施できない産前・産後サポート事業における相談業

務をオンラインで実施する。 

・タブレットレンタル料        61,649円 

・インターネット回線工事料・利用料 182,902円 他 

14 

公共的空間安全・安心確保事業① 1,909,399 健康管理課 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁者や職員の訪問先、また幼児健診等における安全

確保を図る。 

・手指消毒液  422,400円 他 

15 

公共的空間安全・安心確保事業② 266,053 管財課 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、庁舎内及び庁用バスの安全確保を図る。 

・防炎フィルム  196,240円 他 
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16 

市民等が安心して相談できる体制整備事業 403,689 生活課 

新型コロナウイルス感染症に関連して生じる様々な問題に関し、弁護士等と連携した対面及び電話

による個別相談を行うにあたり、相談者等が安心して相談できる体制を整備する。また、総合案内に

おいても、感染予防の体制を整備する。 

・アクリルパーテーション  323,730円 他 

17 

茂原市妊婦特別支援給付金支給事業 9,894,577 健康管理課 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、生活する上でより多くの感染症対策を行う妊産婦に対して

支援金を給付する。 

・支援金：30,000円 

18 

会議録作成支援システム 3,736,920 総務課 

通常の会議や感染拡防止のため実施するオンライン会議の会議録を作成する業務は、長時間の単純

作業で他の業務を圧迫している。AIを活用した会議録作成システムを採用することで「働き方の新し

いスタイル」を実践する。 

・会議録作成支援システム使用料  3,663,000円 

19 

オンライン会議システム 239,742 総務課 

外部会議の開催をオンラインで実施することにより、新しい生活様式の実現（感染予防）と、会議

等参加（移動時間等の削減）の利便性を高める。 

・通信料等  239,742円 

20 

庁舎東側出入口体表面温度測定システム設置事業 543,400 管財課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、庁舎のメイン出入口に一度に多数の入庁者を検温するこ

とができる体表面温度測定システムを設置する。 

・体表面温度測定システム  543,400円 

21 

指定避難所等における健康管理対策事業、避難所備品・消耗品

購入事業 
98,133,578 防災対策課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、フェイスシールド、食器、非接触型検温システムなどの

備蓄品の購入や、それらを保管する防災備蓄倉庫を増設することにより、避難所の感染防止に対する

環境整備を強化推進する。 

・体表面温度検出装置    14,300,000円 

・ワンタッチパーテーション 11,939,840円 

・防災備蓄倉庫設置工事   41,053,100円 他 

22 

感染症予防に配慮したリモート会議等の支援による地域コミュ

ニティの基礎的活力養成事業 
1,230,075 生活課 

社会生活を維持するために必要な地域コミュニティ活動の遂行に際し、貸出用の備品を充実させる

ことにより、公共空間における感染機会を削減するために必要な備品を整備する。 

・ワイヤレスアンプ  544,005円 他 
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23 

防犯カメラを用いた児童生徒及び地域防犯活動支援事業 8,360,000 生活課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、児童生徒の見守りや地域の犯罪防止のために防犯組合等

が行っているパトロールの中止や回数の減少をカバーするため、過去に犯罪が発生した場所及び犯罪

の前兆事案が発生した場所、犯罪が発生した箇所と同様の立地条件の箇所に防犯カメラを設置する。 

・防犯カメラ設置工事  8,360,000円 

24 

健康診査等における検温測定業務 1,739,760 
国保年金課・

健康管理課 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一般社団法人茂原市長生郡医師会に委託している以下の

健康診査等業務において、各会場入口で同医師会が検温測定等を実施し、その結果を記録及び管理し

たうえで、市に対し報告を行う。 

・検温測定業務委託料  1,739,760円 

25 

指定避難所等以外における健康管理対策事業 8,768,980 健康管理課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、指定避難所以外の公共施設に体表面温度測定システムを

設置する。 

・体表面温度測定システム  8,768,980円 

26 

医療従事者等への慰労金給付事業 50,445,346 健康管理課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、医療機関の医療従事者や職員は、感染すると重症化する

リスクが高い患者との接触を伴うこと、継続して対応することが必要な業務であること、医療機関で

の集団感染の発生状況から慰労金を支給する。 

・慰労金：1人 20,000円 

27 

医療機関等物資支援事業 2,135,628 健康管理課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染症対策の観点から、手指消毒等の供給が安定してい

なく、医療機関等でも確保ができない状況であるため、手指消毒等を購入し、市内医療機関等へ配付

する。 

・手指消毒液  1,712,700円 他 

28 

介護事業所・施設等職員慰労金給付事業 40,559,895 高齢者支援課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、介護事業所や介護施設等の職員においては、感染リスク

にさらされる中、業務に従事しており、最大限の感染症対策を継続的に行いながら、介護サービスを

提供する必要があることから、職員に対して慰労金を給付する。 

・慰労金：1人 20,000円 

29 

障害福祉サービス施設・事業所等職員慰労金給付事業 7,214,283 障害福祉課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、障害福祉サービス施設・事業所等の職員においては、感

染リスクにさらされる中、業務に従事しており、最大限の感染症対策を継続的に行いながら、介護サ

ービスを提供する必要があることから、職員に対して慰労金を給付する。 

・慰労金：1人 20,000円 
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30 

保育再開のための施設等消毒事業 0 子育て支援課 

保育所及び学童クラブの利用者又は職員等に新型コロナウイルス感染者が発生した場合に、迅速に

施設を消毒し安全に保育を再開できるようにする。 

 ※クラスターの発生がなかったため、執行せず。 

31 

鶴枝保育所保育室空調機設置事業 2,090,000 子育て支援課 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、保育中の園児の密集状態の緩和を図る。 

・保育室空調機設置工事  2,090,000円 

32 

茂原市デリバリータクシー支援事業 78,000 商工観光課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛等により影響を受けているタクシー事業者が、飲

食店による弁当などの配送依頼を受けた場合、その配送に係る費用について支援する。 

・支援金：1件当たり 1,500円 

33 

企業誘致パンフレット作成事業 495,000 商工観光課 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、海外でのサプライチェーンの分断による負の影響が出て

おり、1つの部品が届かないことで工場全体が停止するという事態が起きている。このため、新たな

取引先として、市内企業を紹介するパンフレットを作成し、販路拡大や企業誘致に活用する。 

・パンフレット作成業務委託料  495,000円 

34 

茂原市中小企業融資利用者補助金 1,367,694 商工観光課 

新型コロナウイルス感染症の影響による茂原市中小企業融資制度利用者の支払利子の全額を補給す

る。 

35 

小規模事業者持続化サポート補助金事業 0 商工観光課 

新型コロナウイルス感染症により、影響を受けた市内小規模事業者が事業の継続や早期再開、継続

のため、国の小規模事業者持続化補助金及びコロナ対応特別型の採択・交付決定を受けた小規模事業

者に補助を行う。 

・補助金：1事業者当たり補助対象経費の 6分の１（上限 25万円） 

 ※国の小規模事業者持続化補助金の交付決定が遅れたため執行せず。令和３年度に改めて申請。 

36 

公共交通事業者応援事業 4,390,000 都市計画課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市内各種施設の休業や休校、不要不急の外出自粛により、

営業収入が大幅に減少した公共交通事業者に対して事業の継続や感染症予防対策による利用環境の整

備・維持への支援として支援金を交付する。 

・市内を運行する路線バス、コミュニティバス車両１台につき 50,000円 

・タクシー事業者に対し 200,000円、タクシー車両 1台につき 30,000円加算 

37 

学校教育施設における施設整備事業 0 教育総務課 

 新型コロナウイルス感染症対策として市内小学校の水道を肘で操作できるレバーに改修する。 

※工事部品の不足により実施のめどが立たなかったため、執行せず。 
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38 

茂原市成人式開催事業① 330,000 生涯学習課 

令和３年茂原市成人式の開催にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、追加的に必要

となった費用（当初予算計上分）。 

・新型コロナ感染症対応備品購入 330,000円 

※新型コロナウイルスの感染拡大により成人式は中止となったが、中止決定前に購入した備品分 

39 

茂原市成人式開催事業② 0 生涯学習課 

令和３年茂原市成人式の開催にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、追加的に必要

となった費用（補正予算計上分）。 

※新型コロナウイルス感染症対策として成人式は中止となったため、執行せず。 

40 

GIGAスクール構想における児童生徒用端末購入事業 276,500,000 学校教育課 

新型コロナウイルス感染症対策として、文部科学省提唱の「GIGAスクール構想」における児童生徒が

一人一台端末を所持できる体制を早急に構築することで、小中学校が臨時休業等になった際にもオン

ライン授業や動画配信などによる学びの保障を図る。 

・小学校分  182,407,280円 

・中学校分   94,092,720円 

41 

GIGAスクール構想における Wi-Fiルータ購入事業 1,018 学校教育課 

国が進める GIGAスクール構想に係る家庭学習のための通信機器の実現のため、Wi-Fiルータを購入

する。 

※総事業費 4,055,018円のうち、GIGAスクール構想における国庫補助金が 4,054,000円であった。 

 その差額分 1,018円を臨時交付金で支出した。 

42 

修学旅行キャンセル料支援事業 3,274,789 学校教育課 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、修学旅行の中止や延期に伴う追加的な経費の支援をす

る。 

・小学校分   349,622円 

・中学校分  2,925,167円 

43 

学校等再開のための校舎等消毒事業 0 学校教育課 

小中学校、幼稚園で新型コロナウイルス感染者が発生した場合に、専門業者により校舎、園舎を消

毒し、早期に安心して学校等を再開できる体制を整備する。 

※クラスターの発生がなかったため、執行せず。 

44 

新しい生活様式における家庭学習支援事業 31,648,277 学校教育課 

新型コロナウイルス感染症により、なかなか外出ができなくなっている家庭において、図書カード

を配布し、読書を推進することにより、家庭学習支援や、家庭内でのコミュニケーションなど、ステ

イホームにおける家庭の精神的負担の軽減を図る。 

・図書カード  29,710,000円 他 
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45 

体育・スポーツ団体への支援事業 709,500 体育課 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、本市の体育・スポーツ行政の中核を担っている茂原市体育

協会加盟団体の各競技役員に、機能性の高いマウスカバー（マスク）を配布する。 

・ウレタンマスク  709,500円 

46 

公共的空間安全・安心確保事業③ 153,490 東部台文化会館 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、館内にアクリルパーテーションを配置する。 

・アクリルパーテーション 153,490円 

47 

茂原市議会議場内飛沫防止アクリルパネル設置事業① 127,600 議会事務局 

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、市議会における新型コロナウイルスクラス

ター発生の防止及び感染症拡大を防止するための対策として、議場内に飛沫防止アクリルパネルを設

置する。 

・飛沫防止アクリルパネル製作  127,600円 

48 

茂原市議会議場内飛沫防止アクリルパネル設置事業② 1,144,000 議会事務局 

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、市議会における新型コロナウイルスクラス

ター発生の防止及び感染症拡大を防止するための対策として、議場内に飛沫防止アクリルパネルを設

置する。 

・飛沫防止アクリルパネル製作  1,144,000円 

49 

飛沫防止対策パーテーション設置事業① 752,620 市民部 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、窓口カウンターに頭の高さまでの飛沫防止パネルの設置

することで、飛沫対策と、上部空間を開放による声がとおりやすい状況を整備し、個人情報保護の対

策を図る。 

・飛沫防止パーテーション等  752,620円 

50 

飛沫防止対策パーテーション設置事業② 683,782 福祉部 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、窓口カウンターに頭の高さまでの飛沫防止パネルの設置

することで、飛沫対策と、上部空間を開放による声がとおりやすい状況を整備し、個人情報保護の対

策を図る。 

・飛沫防止パーテーション等  683,782円 

51 

飛沫防止対策パーテーション設置事業③ 856,086 企画財政部 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、窓口カウンターに頭の高さまでの飛沫防止パネルの設置

することで、飛沫対策と、上部空間を開放による声がとおりやすい状況を整備し、個人情報保護の対

策を図る。 

・飛沫防止パーテーション等  856,086円 

 

 

 

 



20 

 

52 

飛沫防止対策パーテーション設置事業④ 57,552 会計課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、窓口カウンターに頭の高さまでの飛沫防止パネルの設置

することで、飛沫対策と、上部空間を開放による声がとおりやすい状況を整備し、個人情報保護の対

策を図る。 

・飛沫防止パーテーション等  57,552円 

53 

新型コロナウイルス対策に係る郵送事業 1,260,855 総務課 

新型コロナウイルス感染症の拡大への対応のため、事業や窓口対応の変更、会議の書面開催、住民

税申告の郵送による受付などに関する通知等を郵送する。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大のため生じた郵送料  1,260,855円 

54 

公共的空間安全・安心確保事業④ 90,068 市民税課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、確定申告会場において手指消毒液の配布及び設置を行

い、職員が使い捨て手袋等を使用することで感染防止対策の徹底を図る。 

・使い捨て手袋、消毒液  90,068円 

55 
欠番   

 

56 

福祉センターにおける感染予防対策事業 284,570 社会福祉課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各施設にセンサー式のアルコールディスペンサーを設置

し、新しい生活様式のもと、感染防止に配慮しつつ、利用する団体や個人が安全・安心のもとに活動

できる環境を整備する。 

・アルコールディスペンサー  95,810円 

・消毒液           188,760円 

57 

福祉センター空調機設置事業 389,400 社会福祉課 

新型コロナウイルス感染症対策として、学童クラブ室内に各種除菌・空気清浄機能等がある空調機

を設置し空調効率を向上させることで、児童と指導員が新しい生活様式のもと、感染防止に配慮しつ

つ、安全・安心に生活できるようにする。 

・ルームエアコン購入  389,400円 

58 

茂原市特別会計駐車場事業費予算への繰出金 

（茂原駅南口公共駐車場の公共的空間安全・安心確保事業） 
17,380,000 都市計画課 

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、不特定多数の人が利用する茂原駅南口公共駐車場内の

公衆トイレの衛生環境を改善するため、和式トイレから洋式トイレへの交換、手洗い場の自動水栓

化、人感センサー連動型の照明・換気扇・イオン発生機の設置等を行う。 

・茂原駅南口公共駐車場トイレ改修工事  17,380,000円 

59 

茂原市成人式記念品配付事業 221,250 生涯学習課 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、成人式の開催を中止した。そこで新成人 750人に対し

て、会場で配布予定だった記念品を郵送する。 

・記念品郵送料  221,250円 
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60 

市民体育館出入口体表面温度測定システム設置事業 540,650 体育館 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市民体育館正面出入り口にＡＩサーマルカメラを設置

し、一度に多数の入館者の検温を行う。 

・体表面温度測定システム  540,650円 

61 

感染症予防における避難所整備事業 79,662,000 体育課 

災害時の避難所に指定されており、多くの避難者を受け入れる市民体育館において、新型コロナウ

イルス感染症対策として、空調・換気の設備を整備し、十分な換気と適切な温度・湿度管理を行うこ

とで、避難所生活における感染症予防と感染リスクの低減を図る。 

・空調機工事設計業務委託料  1,617,000円 

・空調機工事監理業務委託料  1,265,000円 

・空調機設置工事       76,780,000円 

62 

公共的空間安全・安心確保事業⑤ 30,800 
東部台文化会

館 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に伴い、図書館カウンターに専用の飛沫感染防止用パー

テーションを設置することで、飛沫対策の徹底を図る。 

・アクリルパーテーション  30,800円 

63 

飛沫防止対策パーテーション設置事業⑤ 340,560  

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に伴い、窓口カウンター、相談室、事務室に専用の飛沫

感染防止用パーテーションを設置することで、飛沫対策の徹底を図る。また、パーテーションや現在

のビニールカーテンにより声が遮断、反射して会話が聞き取りにくい高齢者や聴覚障害者等の為に、

窓口インターフォンを設置する。 

・飛沫防止パーテーション、窓口インターフォン  340,560円 

64 

文書管理システム導入事業 14,359,950 総務課 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電子決裁を含めた文書管理システムの導入により、職

員間の接触機会の低減を図るとともに、ペーパーレス化を推進し、文書管理の適正な運用を図る。 

・文書管理システム導入委託料  13,475,000円 他 

65 

テレワーク推進事業 3,222,569 企画政策課 

新型コロナウイルス感染症の影響により、新たな生活スタイルの構築が求められている。そこで公

共施設においてテレワークができる環境整備を行う。また、広く一般市民等にテレワークできる環境

を提供する目的で整備する事業者に対し助成を行う。 

・テレワーク環境整備工事     770,000円 

・テレワーク事業実証実験補助金 1,500,000円 他 
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66 

公共交通事業者応援事業② 4,430,000 都市計画課 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、市内各種飲食店の時短営業要請や不要不急の外出自粛に

より、営業収入が大幅に減少した公共交通事業者に対して、事業の継続や感染症予防対策による利用

環境の整備・維持への支援として、支援金を交付する。 

・市内を運行する路線バス、コミュニティバス車両１台につき 50,000円 

・タクシー事業者に対し 200,000円、タクシー車両 1台につき 30,000円加算 

67 

子ども・子育て支援交付金 2,933,042 子育て支援課 

学童クラブ事業者及び学童クラブ利用者の負担を軽減するため、小学校臨時休業時のおける、平日

の午前中から学童保育を実施した事業者への開設経費の補助、学童クラブ利用者に日割りで利用料を

返還した場合の事業費の補助を行う。 

・平日午前中の開設補助金：1単位 32,000円 

・日割り利用料返還：1日当たり 1人 500円 

※総事業費 8,799,042円のうち、国補助 2,933,000円、県補助 2,933,000円。 

 差額分 2,933,042円を臨時交付金で支出。 

68 

学校保健特別対策事業費補助金 

（感染症対策のためのマスク等購入支援事業） 
997,222 学校教育課 

学校再開等にあたり集団感染のリスクを避けるため、学校設置者が実施する保健衛生用品等の整備

に必要な経費を補助することにより、幼児、児童及び生徒が安心して学ぶことができる体制の整備を

促進する。 

・補助金：児童生徒 1名につき 340円 

※総事業費 1,987,222円の内、国補助 990,000円。差額分 997,222円を臨時交付金で支出。 

69 

学校保健特別対策事業費補助金 

（学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業） 
25,170,145 学校教育課 

感染リスクを最小限にしながら学校を再開し、十分な教育活動を継続するため、感染症対策を徹底

しながら児童及び生徒の学びの保障をするための取組に必要となる経費を補助する。 

・補助金：4,000,000円×2校、3,000,000円×7校、2,000,000円×11校（児童生徒数による） 

※総事業費 50,340,145円の内、国補助 25,170,000円。差額分 25,170,145円を臨時交付金で支出。 

70 

障害者総合支援事業費補助金 29,436円 障害福祉課 

特別支援学校等の臨時休業に伴い、利用者負担の軽減のため、追加的に生じた費用の補助を行う。 

・放課後デイサービス利用者 25名分 115,436円 

※総事業費 115,436円の内、県補助 86,000円。差額分 29,436円を臨時交付金で支出。 

 

支出合計 943,228,679円 

令和２年度交付限度額合計 1,238,046千円 

 


