
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　活用事業一覧

うち交付金
（円）

1 子育て世帯臨時特別給付金支給事業
国が行う子育て世帯への臨時特別給付金（１万
円）に併せ、村独自の給付金（１万円）を上乗せ
して支給する。

6,640,000 6,640,000 R2.5 R2.12

国が行う子育て世帯への臨時特別給付金に上乗せ
して支給（664人）したため、事業実施に特別な
費用をかけず、効率的な方法で給付をすることが
でき、子育て世帯の生活を支援することができ
た。

住民課

2
一般保健事務事業　新型コロナウイ
ルス感染症拡大予防対策（マスク購
入）

全村民に対してマスクを配布する。 2,157,356 2,157,000 R2.5 R2.6
マスク購入が困難な状況において、３万枚を購入
し、村民１人対して５枚を配布することができ
た。

保健環境課

3
新型コロナウイルス感染症対策事業
（県連携分）

愛知県と県内市町村が連携して、中小企業・個人
事業主に協力金（50万円）を支払うことで、休
業要請への協力を支援する。

11,580,556 5,790,000 R2.5 R2.7
協力金を23事業者に支給し、事業継続を支援す
ることができた。

経済課

4
新型コロナウイルス感染症対策事業
（村独自分）

上記№3県連携分の時短要件・及び休業期間に該
当せず、協力金の対象者とならなかった事業者に
対し、1事業者あたり25万円を交付する。

2,750,924 2,710,000 R2.5 R2.7
協力金を11事業者に支給し、事業継続を支援す
ることができた。

経済課

5
商工振興事業　緊急経済対策信用保
証料

300,000 300,000 R2.4 R3.3 経済課

6
商工振興事業　緊急経済対策信用保
証料

900,000 900,000 R2.5 R3.3 経済課

7
母子・父子福祉費給付事業 ひとり
親家庭等特別給付金

児童扶養手当受給者へ対象児童１人当たり３万円
を支給する。

450,000 450,000 R2.5 R2.6
経済面で大きく影響を受けているひとり親世帯の
児童15人の生活を支援することができた。

住民課

8
一般保健事務事業 理美容業界休業
協力金

事業を自主的に休業した理容業・美容業の事業者
に対し休業協力金を交付する。

200,000 200,000 R2.7 R2.9
協力金を２事業者に支給することで、事業継続を
支援することができた。

保健環境課

9
児童養育奨励事業　新生児子育て給
付金

特別定額給付金の基準日後に出生した児童の保護
者に対して10万円を支給する。

2,600,000 2,300,000 R2.6 R3.3

給付金を支給することで、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けながら妊娠期間を過ごし、出生
した新生児23人を抱える世帯の生活を支援する
ことができた。

住民課

10
民間保育所支援事業 民間児童福祉
施設職員応援金

事業継続を行った民間の児童福祉施設への応援金
として10万円を支給する。

100,000 100,000 R2.8 R2.8
緊急事態宣言下において、事業継続を行った民間
児童施設（１施設）に応援金を支給することで、
職員の慰労や福利厚生に寄与した。

福祉課

事業終期 事業実績・効果検証 担当課
事業費
（円）

№ 事業名 事業概要 事業始期

業績が悪化した事業者がセーフティーネット保証
を利用した際に係る信用保証料（１事業者につき
上限30万円）を補助する。

信用保証料の補助を４事業者に行うことで、事業
継続を支援することができた。



うち交付金
（円）

11
前期課程教育支援事業　給食費の一
部無償化

飛島学園に在籍する前期課程生徒の保護者の負担
軽減を図るため給食費を無償とする。

3,135,000 3,135,000 R2.6 R2.8
３か月分の給食費を無償化することで、保護者の
負担軽減を図ることができた。

教育課

12
後期課程教育支援事業　給食費の一
部無償化

飛島学園に在籍する後期課程生徒の保護者の負担
軽減を図るため給食費を無償とする。

1,863,000 1,863,000 R2.6 R2.8
３か月分の給食費を無償化することで、保護者の
負担軽減を図ることができた。

教育課

13
老人福祉対策事業 高齢者生活応援
事業

高齢者（65歳以上）に対し、生活応援支援とし
て村内で使用できる「いきがい商品券」１万円分
を贈呈する。

14,910,392 14,910,000 R2.11 R3.3
商品券（1,418冊発行、換金額13,731,500円）
を贈呈することで、高齢者の生活支援を行うとと
もに、村内商店等の支援にも寄与した。

福祉課

14
老人福祉施設支援事業 老人福祉施
設感染症対策等応援金

様々な感染症対策等を講じながら、重篤化する恐
れのある高齢者へのリスク管理等を行い事業継続
を行った老人福祉施設への応援金として50万円
を支給する。

1,500,000 1,500,000 R2.10 R2.10
事業継続を行った老人福祉施設（３施設）に応援
金を支給することで、事業継続を支援することが
できた。

福祉課

15
一般保健事務事業 医療機関感染症
対策等応援金

様々な感染症対策等を講じながら、いつ発生する
か分からない感染症患者への対応を行い事業継続
を行った病院・診療所等への応援金として50万
円又は35万円を支給する。

2,350,000 2,350,000 R2.10 R2.10
事業継続を行った病院・診療所（４施設）及び薬
局（１施設）に応援金を支給することで、事業継
続を支援することができた。

保健環境課

16 一般保健事務事業 医薬材料費購入
公共施設で感染者が発生した際に対応するための
物品を購入する。

973,438 788,000 R2.10 R3.1
アルコール消毒液、防護服、マスク、フェイス
シールド、手袋を購入することで、感染者発生の
際の対応に備えることができた。

保健環境課

17
すこやかセンター管理事業 非接触
型検温カメラ購入

感染者の早期発見のため、公共施設に非接触型検
温カメラを導入する。

915,200 915,000 R2.10 R2.12
すこやかセンターに非接触検温カメラを３台導入
することで、来館者の体温を入口にて確認するこ
とができた。

保健環境課

18
中央公民館管理事務事業 非接触型
検温カメラ購入

感染者の早期発見のため、公共施設に非接触型検
温カメラを導入する。

1,971,200 1,971,000 R2.10 R2.12
中央公民館に非接触検温カメラを５台導入するこ
とで、来館者の体温を入口にて確認することがで
きた。

生涯教育課

19
図書館管理運営事業 非接触型検温
カメラ購入

感染者の早期発見のため、公共施設に非接触型検
温カメラを導入する。

316,800 316,000 R2.10 R2.12
図書館に非接触検温カメラを１台導入すること
で、来館者の体温を入口にて確認することができ
た。

図書館・
温水プール

20
温水プール維持管理事業 非接触型
検温カメラ購入

感染者の早期発見のため、公共施設に非接触型検
温カメラを導入する。

316,800 316,000 R2.10 R2.12
温水プールに非接触検温カメラを１台導入するこ
とで、来館者の体温を入口にて確認することがで
きた。

図書館・
温水プール

21
図書館管理運営事業 図書消毒機購
入

利用者の安全のため、図書の殺菌消毒機を導入す
る。

957,000 957,000 R2.11 R3.1
図書館に殺菌消毒機を導入することで、利用者に
安心して図書を貸し出すことができた。

図書館・
温水プール

事業概要
事業費
（円）

事業始期 事業終期 事業実績・効果検証№ 事業名 担当課



うち交付金
（円）

22
予防接種事業　任意予防接種費用助
成（インフルエンザ）

インフルエンザ予防接種費用を1,000円増額助成
する。

956,540 750,000 R2.10 R3.3
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同
時流行が懸念されている中、989人が接種し、イ
ンフルエンザの発症を抑えることに寄与した。

保健環境課

23
教育支援事業　村外学生生活応援給
付金

村外に居住する大学生等を応援するため、５万円
を支給する。

850,000 850,000 R2.10 R3.1
帰省の制限、その他感染症により様々な影響を受
けた大学生等17人に応援金を支給することで、
生活を支援することができた。

教育課

24
前期課程教育支援事業　給食費の一
部無償化

飛島学園に在籍する前期課程生徒の保護者の負担
軽減を図るため給食費を無償とする。

3,060,900 3,000,000 R2.12 R3.2
３か月分の給食費を無償化することで、保護者の
負担軽減を図ることができた。

教育課

25
後期課程教育支援事業　給食費の一
部無償化

飛島学園に在籍する後期課程生徒の保護者の負担
軽減を図るため給食費を無償とする。

1,787,100 1,787,000 R2.12 R3.2
３か月分の給食費を無償化することで、保護者の
負担軽減を図ることができた。

教育課

26
商工団体活動助成事業 商品券発行
対策費

地元経済の回復を図るため、プレミアム付き商品
券を発行する。

1,550,000 1,500,000 R2.7 R3.3 経済課

27
商工団体活動助成事業 商品券発行
対策費

地元経済の回復を図るため、プレミアム付き商品
券を発行する。№26からの事業拡大のための差
額（プレミアム率10％→20％、発行部数2,000
冊→3,000冊）

2,131,000 635,000 R2.7 R3.3 経済課

28
防災対策事業　避難所感染防止用資
機材購入

村内の各避難所の感染防止用資機材を購入する。 1,227,000 1,227,000 R2.12 R3.3 総務課

29
防災対策事業　避難所感染防止用資
機材購入

村内の各避難所の感染防止用資機材を購入する。 6,242,990 2,518,000 R2.12 R3.3 総務課

30 教育振興事業　モバイルルータ購入
GIGAスクール構想におけるオンライン授業を行
う際、Wi-Fi環境が整っていない家庭に貸与する
ため、モバイルルータ―を購入する。

204,600 204,000 R2.12 R3.1
モバイルルータ15個を購入し、Wi-Fi環境が整っ
ていない家庭の支援をすることができた。

教育課

31
議会管理事務事業 感染対策物品購
入

議場におけるコロナ対策のため、加湿空気清浄機
を購入する。

180,400 180,000 R3.1 R3.2
加湿空気清浄機２台を購入することで、議場にお
けるコロナ対策を実施することができた。

議会事務局

32
総務管理事務事業始め２事業 感染
対策物品購入

役場庁舎の感染対策物品を購入する。 470,661 398,000 R2.4 R3.3

パーテーション用資機材、消毒液、非接触型体温
計、消毒ポンプスタンド、空気清浄機などを購入
することで、役場庁舎の感染症対策を実施するこ
とができた。

総務課

事業終期 事業実績・効果検証 担当課№ 事業名 事業概要
事業費
（円）

事業始期

避難所にパーテーション12台、エアーベット90
個、簡易型避難テント620張、間仕切り防災ルー
ム27個、エアマット4箱、非接触式電子体温計23
個、フェイスシールド200セット、パーテーショ
ン12個、消毒液等を購入し、避難時の感染発症
に備えることができた。

プレミアム分及び事務費の補助を行うことで、地
元経済の回復に寄与することができた。（3,000
冊完売、換金率99.8％）



うち交付金
（円）

33
税務管理事務事業 感染対策物品購
入

確定申告会場の感染対策物品を購入する。 168,300 160,000 R2.11 R2.11
ペーパータオル、消毒液、パーテーションなどを
購入することで、確定申告会場の感染症対策を実
施することができた。

税務課

34
老人福祉総務事業始め２事業 感染
対策物品購入

敬老センター及びふれあい温泉の感染対策物品を
購入する。

582,000 300,000 R2.4 R3.3
消毒液、消毒ポンプスタンド、非接触型体温計な
どを購入することで、敬老センター及びふれあい
温泉の感染症対策を実施することができた。

敬老センター

35
保育所運営事業始め２事業　感染対
策物品購入

第一保育所の感染対策物品を購入する。 174,000 50,000 R2.4 R3.3
消毒液、非接触型体温計、サージカルマスクなど
を購入することで、敬老センター及びふれあい温
泉の感染症対策を実施することができた。

第一保育所

36
すこやかセンター管理事業始め２事
業　感染対策物品購入

すこやかセンター及びトレーニングジムの感染対
策物品を購入する。

998,766 997,000 R2.4 R3.3

消毒液、非接触型体温計、パーテンション、強力
ファン、飛沫飛散防止スタンド、消毒ポンプスタ
ンドなどを購入することで、すこやかセンター及
びトレーニングジムの感染症対策を実施すること
ができた。

保健環境課

37
中央公民館管理事務 感染対策物品
購入

中央公民館の感染対策物品を購入する。 327,926 200,000 R2.4 R3.3

非接触型体温計、消毒液用ポンプ、消毒ポンプス
タンド、パーテンション、消毒液などを購入する
ことで、中央公民館の感染症対策を実施すること
ができた。

生涯教育課

38
温水プール維持管理事務事務 感染
対策物品購入

温水プールの感染対策物品を購入する。 325,000 200,000 R2.4 R3.3
フェイスガード、ポンプ、噴霧器、消毒液などを
購入することで、温水プールの感染症対策を実施
することができた。

図書館・
温水プール

39
教育振興事業　教育ＩＣＴ支援シス
テム等機器借上

GIGAスクール構想における児童生徒用タブレッ
ト端末を借上げる。（令和３年３月分の借上料の
み）

105,000 105,000 R3.3 R3.3
児童生徒用タブレットを整備することで、GIGA
スクール構想に対応した環境を構築できた。

教育課

40 教育振興事業　ＩＣＴ支援委託
飛島学園にGIGAスクール構想におけるICT支援
員を配置する。

571,560 500,000 R3.3 R3.3
ＩＣＴ支援員を飛島学園に３月に計12回配置す
ることで、タブレット端末の操作方法や授業支援
をすることができた。

教育課

41
教育振興事業　情報セキュリティ支
援委託

飛島学園のGIGAスクール構想における情報セ
キュリティーポリシーの策定支援を行う。

3,080,000 3,080,000 R2.8 R3.3
ＧＩＧＡスクール構想に対応した情報セキュリ
ティーポリシーを作成し、オンライン学習におけ
るセキュリティ意識向上を図ることができた。

教育課

81,881,409 69,209,000

事業終期 事業実績・効果検証 担当課№ 事業名 事業概要
事業費
（円）

事業始期

合　　　　　　計


