
令和２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　実施事業成果

（円）

総事業費 交付金充当
経費

1 公共施設安全・安心確保事業
公共施設の利用時における検温の実
施及び公共施設の飛沫感染防止のた
めの衛生資材等の購入

3,124,017 3,124,017

役場庁舎等の公共施設に設置する非接触型
体温計や検温アラームシステム、アクリルパー
テーション等を購入し、感染症予防のための環
境を整備した。

保健福祉課

2
社会システム維持のための衛
生確保事業

新型コロナウイルス感染症対策に要す
る公共施設等の衛生資材の購入

4,884,559 4,828,000
役場庁舎等の公共施設で使用するマスク、手
洗い石けん、手指消毒剤、消毒液、手袋等を購
入し、感染症予防のための環境を整備した。

企画財政課

3 防災活動支援事業
避難所における感染防止対策のための
環境整備

24,996,729 24,996,729

防災倉庫や資機材搬送車及び避難所で使用
するためのパーテーション、折り畳み式ベッド、
マスク、フェイスシールド等を購入し、避難所の
感染症予防のための環境を整備した。

総務課

4 必要物品供給事業
子どもを対象にした衛生資材の購入・
配布

3,757,618 2,981,000
町内の保育園児や小中学生のための布マスク
を購入し配布した。

教育委員会

5 子育て世帯支援活動事業
子育て世帯への経済的支援（給食費及
び保育料のうち副食費分の減免、給付
金の給付）

17,521,061 17,521,061

子育て世帯が負担していた給食費及び保育料
のうち副食費分を減免した。また新生児特別定
額給付金とし令和2年4月28日以降に出生した
子供を持つ対象世帯に1件当たり10万円を給
付した。

教育委員会
町民生活課

6
外食産業等テイクアウト・配送
事業支援事業

持ち帰り対応を行う飲食店の情報発信
と経費支援

918,375 918,375

町内の飲食業者が新たに業態転換に要した費
用の助成及びテイクアウト商品を広く周知する
ためのＰＲ活動を行い、飲食業者の事業継続
に寄与した。

農政課

Ｎｏ 事業名 事業概要 実施成果・効果 担当課
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総事業費 交付金充当
経費

Ｎｏ 事業名 事業概要 実施成果・効果 担当課

7 地域企業経営継続支援事業
新型コロナウイルスの感染拡大により
売上が減少した事業者に対しての家賃
補助

2,659,000 2,659,000
新型コロナウイルスの感染拡大により売上が
減少した10事業者に対して家賃補助を行った。

農政課

8 商品券発行事業
売上が減少している飲食業、小売業等
への支援として100%プレミアム付き商品
券を発行

101,975,094 101,975,094

飲食業を支援対象とした商品券「すみチケ」及
び小売業やサービス業等まで対象事業者を拡
大した商品券「すみチケ＋」発行により町内事
業者への支援を行い、地域全体の活性化につ
なげた。

農政課

9 行政機能維持対策事業
感染者発生時に備えた役場機能の分
散環境の整備

10,205,736 10,205,736

感染者発生時の分庁舎開設のため、上有住地
区公民館に地域イントラネット新設工事、ネット
ワーク整備工事等を行い、分散勤務環境を整
備した。

企画財政課

10 オンライン会議環境整備事業
オンライン会議を実施するための町内
施設の環境整備

6,934,873 6,725,000

地区公民館等の公共施設にweb会議システム
に係るwebカメラ、マイク、ノートPC、モニター等
の備品や公衆無線LANを整備し、密を避けた
オンライン会議が可能な環境を構築した。

企画財政課

11 光熱費支援給付金事業
外出自粛による冬場の光熱費上昇に対
する給付金の給付

43,334,487 18,959,487
町内全世帯を対象に、1世帯あたり2万円（非課
税世帯には1万円加算）の光熱費支援給付金
を給付した。

町民生活課

12
インフルエンザ予防接種事業
（当初予算分）

医療機関の混乱回避のためインフルエ
ンザ予防接種費用を助成

4,900,000 4,900,000

町内に住所を有する満15歳未満及び満65歳以
上の者を対象に、インフルエンザ予防接種費用
（1回分2,000円）を助成し、新型コロナウイルス
感染症とインフルエンザの同時流行の予防に
努めた。

保健福祉課

2



（円）

総事業費 交付金充当
経費

Ｎｏ 事業名 事業概要 実施成果・効果 担当課

13 検査対象者搬送事業
PCR検査受検等のための要支援者用
搬送車両の購入

3,295,760 3,295,760

ＰＣＲ検査を受検に際し公共交通機関等を利用
せずに検査会場まで移動することができない者
の搬送のため飛沫感染予防仕様の車両及び
庁用車用の飛沫感染予防装置を購入し、感染
拡大の予防に努めた。

保健福祉課

14
地域外来・PCR検査センター設
置事業

管内の地域外来・PCR検査センター設
置に係る費用の支出

9,000 9,000

管内の地域外来・PCR検査センター設置者（大
船渡市）に対する負担金及び本町からの当セ
ンター派遣職員に対する特殊勤務手当を支出
し、感染対策体制構築に寄与した。

保健福祉課

15 プラスアップ事業協力事業
売上減少など経営に影響のあった事業
者に対する支援

38,280,000 38,280,000
売上減少など経営に影響のあった事業者のう
ち、感染症対策や新たな売上増加対策を実施
する120事業者に対して経費の助成を行った。

農政課

16
修学旅行等キャンセル支援事
業

修学旅行等を中止した際のキャンセル
料に対する支援

26,900 26,900

新型コロナウイルス感染拡大のため修学旅行
等を中止した町内小学校1校に対してキャンセ
ル料を補助することで、保護者の経済的負担を
軽減した。

教育委員会

17 学校ICT環境整備事業
小中学校の休校等に備えたオンライン
授業環境の整備

19,802,658 19,802,658

電子黒板、遠隔学習等用カメラ、タブレット端
末、通信機器、ソフトウェア等を購入し、児童生
徒がオンライン授業を受講できる環境を整備し
た。

教育委員会

18 公共交通対策事業
経営に影響のあった乗合バス事業者に
対する車両維持経費に対する支援

200,000 200,000
新型コロナウイルスの影響により大幅な減収が
生じている公共交通事業者に対して、公共交
通の存続のための車両維持経費を支援した。

町民生活課
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総事業費 交付金充当
経費

Ｎｏ 事業名 事業概要 実施成果・効果 担当課

19
インフルエンザ予防接種事業
（補正予算分）

医療機関の混乱回避のためインフルエ
ンザ予防接種費用を助成（上記事業№
12の対象を全町民に拡大）

2,556,590 2,556,590

町内の満15歳以上満65歳未満の者を対象に、
インフルエンザ予防接種費用（1回分2,000円、
生活保護世帯は全額）を助成し、新型コロナウ
イルス感染症とインフルエンザの同時流行の予
防に努めた。

保健福祉課

20 多文化共生支援事業
外国人に対する相談等対応強化として
各種窓口等への翻訳機の導入

314,600 314,600
翻訳機10台を購入し、窓口やワクチン接種会
場での外国人対応の円滑化を図った。

企画財政課

21

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）

感染防止のための保健衛生用品の購
入

114,400 45,000
学校で使用するマスク、ハンドソープ、石けん
等の保健衛生用品を購入し感染症対策に努め
た。

教育委員会

22

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）

感染リスク低減のための学習環境整備 4,050,491 2,000,000

学校で使用するハンドソープ、手袋等の保健衛
生用品のほか、換気環境改善のために換気
扇、空気清浄機などの備品を購入し、感染リス
クの低い学習環境の整備に努めた。

教育委員会

23

公立学校情報機器整備費補助
金
（学校からの遠隔学習機能の
強化事業）

小中学校の休校等に備えたオンライン
授業環境（Webカメラ・マイク等）の整備

56,826 28,826
Webカメラ、ヘッドセット、USBマイクを購入し、
児童生徒がオンライン授業を受講できる環境を
整備した。

教育委員会

24

公立学校情報機器整備費補助
金
（GIGAスクールサポーター配置
支援事業）

GIGAスクールを円滑に導入するための
サポーター配置

2,200,000 1,100,000

GIGAスクールサポーターを配置してセキュリ
ティ設定・機器設定支援や運用支援、研修会を
開催し、学校のオンライン化の促進につなげ
た。

教育委員会
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総事業費 交付金充当
経費

Ｎｏ 事業名 事業概要 実施成果・効果 担当課

25 介護保険事業費補助金
高齢者の集いの場の活動自粛下にお
ける介護予防のための広報支援事業

1,472,051 491,051

新型コロナウイルス感染症の拡大により外出
機会が減少した高齢者のため、広報紙の作
成、町内テレビで放映する体操番組の制作等
を行い介護予防に努めた。

保健福祉課

26
学校臨時休業対策費補助金
（学校給食費返還等事業）

学校の臨時休業に伴う給食費の返還
等に係る費用の支出

87,929 22,929
新型コロナウイルス感染症による学校の臨時
休校に伴う給食費の返還に係る経費及び食材
納入業者への違約金を支出した。

教育委員会

27
学校臨時休業対策費補助金
（衛生管理改善事業）

学校給食調理業者の衛生管理の徹底・
改善に係る衛生資材等の購入

138,134 46,000

町内の全小中学校の給食を調理する給食セン
ターで使用する消毒用アルコール、マスク、手
袋、自動手指消毒器等の衛生資材等を購入
し、衛生管理の徹底に努めた。

教育委員会

297,816,888 268,012,813合計
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