
令和３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 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「使って応援住田チケット」を発行

80,584,380 80,584,380

町内で利用できるプレミアム付き商品券「すみ
チケ＋」発行による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。
※町内利用総額136,495,000円

農政課

2
DVD印刷プリンター機器整備事
業

活動自粛下での各種住民活動の支援
及び活性化のためDVD作製プリンター
を整備

380,008 380,008

新型コロナウイルスの影響により多くの制限が
かかっていた住民活動について、機器を整備し
活動に参加できなかった人に対してのケアを
行った。これにより住民活動意欲の低下防止に
寄与した。

企画財政課

3
行政機能維持対策事業①（分
散勤務環境整備）

感染者町内発生時における分散勤務
の際の行政機能維持のための環境整
備（業務用端末の設定等）

1,293,771 1,293,771

新型コロナウイルス感染者が町内に発生した
際に実施する行政機能維持のための分散勤務
時に使用する業務用端末（ノートＰＣ）の庁内
ネットワーク設定を実施したことにより、感染者
発生の際に、速やかに分散勤務環境を整備し
た。

企画財政課

4 衛生資材購入事業
新型コロナウイルス感染症対策に要す
る衛生資材の購入

525,788 525,788

役場庁舎、町内各学校、地区公民館、公園・体
育館等各公共施設用として消毒用アルコール
等の衛生資材を購入し、各施設で感染症対策
による利用者の負担を軽減した。

企画財政課

5 PCR検査事業

濃厚接触者と疑われる者等への検査
環境の提供体制整備としてＰＣＲ検査
用の検査キット整備費用及び検査費用
の助成

177,925 177,925

検査機関でなくとも実施できる抗原検査キット
を購入し、行政検査対象外で接触歴のある方
に対し検査を実施し、陽性者の早期把握に努
めた。

保健福祉課

6 保健福祉センター整備事業
感染症蔓延時における保健福祉セン
ターの機能強化（エアコン更新工事）

3,168,000 3,168,000
福祉避難所に指定される可能性が高く、感染
症蔓延時の対策拠点施設でもある保健福祉セ
ンターの機能強化を図ることができた。

保健福祉課

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 町長選挙感染症対策事業
町長選挙時における感染症対策体制
整備として選挙実施にあたり必要となる
衛生用品の購入

203,546 203,546
消毒用アルコール等の衛生資材を購入し、各
投票所等での感染症対策体制を整えた。

選挙管理委員会

8
修学旅行等キャンセル支援事
業

町内小中学校の修学旅行等の中止や
変更に伴うキャンセル料補助金

386,440 386,440

岩手緊急事態宣言の発令により修学旅行を中
止（延期）した町内中学校のキャンセル料を補
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

9 ＥＣ化支援事業
感染症収束後における経済活性化を目
的としたECサイト販売事業者支援事業
（プロモーション）

5,410,600 5,410,600
首都圏向けに1,672,000部の広告チラシを配布
するプロモーション事業を展開し、ECサイトへ
の登録事業者の増加、販路拡大につなげた。

農政課

10
行政機能維持対策事業②
（ワークスペース整備）

Web会議使用やテレワーク等への活用
が可能な個室型ワークブースの整備

772,200 772,200

新型コロナウイルス感染症の拡大により、リ
モートによるweb会議が増加し会議室等の確保
が困難になったため、個室型ワークブースを整
備し、web会議等の実施場所を確保した。

企画財政課

11
学校保健特別対策事業費補助
金

感染リスク低減のための学習環境整備 3,210,309 1,600,000

町内の各学校で衛生資材（手袋、マスク、消毒
液等）や衛生備品を購入し感染対策の徹底を
図ることができたほか、衛生環境を整えたこと
で継続的な感染症予防に配慮した学習環境の
整備につながった。

教育委員会

12 事業者広告宣伝費支援事業
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への広告宣伝
費（CM制作料・放送料）の支援（減免）

462,500 462,500

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町
内事業者が売り上げ回復を図るために行う町
内テレビ放送でのコマーシャルにかかる費用負
担を軽減し、売り上げ回復に寄与した。

企画財政課
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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

13
生活困窮者冬季特別対策給付
金給付事業

新型コロナウイルス禍の原油価格高騰
による生活困窮者の冬期間における経
済的負担の軽減を図るため対象世帯へ
の給付金

2,095,000 1,055,000

新型コロナウイルス感染症の影響により高騰し
た冬季に必須である燃料費について、特にも経
済的打撃を受けた生活困窮者の負担の軽減す
ることができた。

保健福祉課

14
子育て世帯への臨時特別給付
金給付事業（所得制限分）

「子育て世帯への臨時特別給付金給付
事業」の対象範囲を拡大して支援を行う
もの（国事業の対象外（所得制限分）へ
の給付金）

700,000 700,000
所得制限等の理由により国補助対象外となる
子育て世帯（受給対象者：6名（児童7名））に対
して給付金による支援を行った。

町民生活課

15
主食用米販売緊急支援事業①
（間接支援分）

外食需要の減による米価下落により出
荷経費を賄えなくなった主食用米販売
農家に対しての主食用米出荷経費支援
※農協支援分

207,700 207,700
57戸の水稲農家に対して出荷経費の支援を
行った。

農政課

16
主食用米販売緊急支援事業②
（直接支援分）

外食需要の減による米価下落により出
荷経費を賄えなくなった主食用米販売
農家に対しての主食用米出荷経費支援
※町支援分

103,400 103,400
10戸の水稲農家に対して出荷経費の支援を
行った。

農政課

17
主食用米次期作生産振興支援
事業

外食需要の減による米価下落により次
年度の生産経費の工面が難しくなった
主食用米生産農家に対しての主食用米
出荷経費支援

800,736 800,736
次期作への支援として240戸の農家に対して水
稲苗代、53戸の農家に対して水稲種子等の経
費支援を行った。

農政課

18 地域企業家賃補助事業
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

2,483,000 2,483,000
新型コロナウイルスの感染拡大により売上が
減少した11事業者に対して家賃補助を行った。

農政課
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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
公立学校情報機器整備費補助
金

町内全小中学校へのGIGAスクールサ
ポーターの配置

1,056,000 422,000

GIGAスクールサポーターの配置により、町内
全小中学校のICTの環境整備、先生方への研
修の実施、相談受付が円滑に行われ、ICT活
用の促進につながった。

教育委員会

20
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に伴う
保育環境改善事業

543,000 272,000
衛生資材（手袋、マスク、消毒液等）を購入し、
保育環境での感染症予防の徹底を図ることが
できた。

教育委員会

21
疾病予防対策事業費等補助金
①

予防接種法に基づく定期接種（ロタウイ
ルスワクチン）に係るマイナンバー情報
連携体制整備事業

165,000 53,000
情報連携に必要な所定のシステム改修を実施
した。

保健福祉課

22
疾病予防対策事業費等補助金
②

健（検）診結果等の様式の標準化整備
事業

1,277,100 251,000
様式の標準化に必要な所定のシステム改修を
実施した。

保健福祉課

23
疾病予防対策事業費等補助金
③

健（検）診情報連携システム整備事業
（個人がマイナポータルを通じての情報
閲覧を可能にするもの）

2,550,900 334,000
個人がマイナポータルを通じて情報を閲覧でき
るための所定のシステム改修を実施した。

保健福祉課

108,557,303 101,646,994合計

4


