
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　活用事業一覧

うち交付金
（円）

1
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。

900,000 450,000 Ｒ3.5 Ｒ3.12
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18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

2
教育振興事業　タブレット用ケース
購入

飛島学園の児童生徒用のタブレットケースを購入
する。

271,029 230,000 Ｒ3.11 Ｒ4.1
タブレットケースを購入することで、持ち運びが
容易となり、端末を持ち帰って自宅等でも学習が
できる環境を整えることができた。

教育課

3
庁舎等維持管理事業 トイレ手洗い
の自動水栓化

役場駐車場のトイレ手洗いを自動水栓化する。 259,600 121,000 Ｒ4.1 Ｒ4.3
行政サービスの提供を継続するため、トイレ手洗
い４か所を自動水栓化することで、感染症対策の
強化を図ることができた。

総務課

4
社会福祉施設維持管理事業 トイレ
手洗いの自動水栓化

敬老センターのトイレ手洗いを自動水栓化する。 296,780 263,000 Ｒ3.9 Ｒ3.11
行政サービスの提供を継続するため、トイレ手洗
い４か所を自動水栓化することで、感染症対策の
強化を図ることができた。

敬老センター

5
すこやかセンター管理事業 トイレ
手洗いの自動水栓化

すこやかセンターのトイレ手洗いを自動水栓化す
る。

1,716,000 1,458,000 Ｒ3.12 Ｒ4.3
行政サービスの提供を継続するため、トイレ手洗
い30か所を自動水栓化することで、感染症対策
の強化を図ることができた。

保健環境課

6
聖苑運営事業　トイレ手洗いの自動
水栓化

飛島聖苑のトイレ手洗いを自動水栓化する。 324,500 275,000 Ｒ3.10 Ｒ3.11
行政サービスの提供を継続するため、トイレ手洗
い５か所を自動水栓化することで、感染症対策の
強化を図ることができた。

保健環境課

7
社会体育施設管理事業 トイレ手洗
いの自動水栓化

総合体育館のトイレ手洗いを自動水栓化する。 389,400 330,000 Ｒ3.11 Ｒ4.3
行政サービスの提供を継続するため、トイレ手洗
い６か所を自動水栓化することで、感染症対策の
強化を図ることができた。

生涯教育課

8
温水プール維持管理事業 トイレ手
洗いの自動水栓化

温水プールのトイレ手洗いを自動水栓化する。 343,200 291,000 Ｒ3.11 Ｒ4.3
行政サービスの提供を継続するため、トイレ手洗
い17か所を自動水栓化することで、感染症対策
の強化を図ることができた。

図書館・
温水プール

9
産業会館維持管理事業 トイレ手洗
いの自動水栓化

産業会館のトイレ手洗いを自動水栓化する。 324,500 275,000 Ｒ3.12 Ｒ4.3
行政サービスの提供を継続するため、トイレ手洗
い５か所を自動水栓化することで、感染症対策の
強化を図ることができた。

経済課

10
施設維持管理事業 トイレ手洗いの
自動水栓化

飛島学園のトイレ手洗いを自動水栓化する。 696,300 591,000 Ｒ3.11 Ｒ4.3
行政サービスの提供を継続するため、トイレ手洗
い12か所を自動水栓化することで、感染症対策
の強化を図ることができた。

教育課
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11 施設維持管理事業 網戸取付 飛島学園の窓に網戸を取り付ける。 583,000 495,000 Ｒ3.5 Ｒ3.6
行政サービスの提供を継続するため、網戸16か
所を取り付けることにより、感染症対策の強化を
図ることができた。

教育課

12
子育て世帯臨時特別給付金（村独自
分）支給事業 子育て世帯臨時特別
給付金（村独自分）

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受
けた子育て世帯で、国の「子育て世帯への臨時特
別給付金」の支給対象外となった方へ臨時の国と
同額の給付金を支給する。

6,905,796 6,900,000 Ｒ4.1 Ｒ4.2
国の給付金対象とならない子育て世帯の子69人
に給付金を支給したことにより、コロナ禍におけ
る家庭の負担を経済的に支援することができた。

住民課

13
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。

3,146,400 1,573,000 R3.4 R3.6
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

14
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。

1,876,800 938,000 R3.4 R3.6
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

15
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。

3,146,400 1,573,000 R3.7 R3.10
8月を除く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

16
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。

1,876,800 938,000 R3.7 R3.10
8月を除く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

17
母子・父子福祉費給付事業 ひとり
親等応援特別給付金

飛島村遺児手当受給者へ対象児童１人当たり３万
円を支給する。

1,380,000 690,000 Ｒ3.4 Ｒ3.5
経済面で大きく影響を受けているひとり親世帯の
児童46人の生活を支援することができた。

住民課

18
教育支援事業　高校生大学生世代応
援QUOカード購入

高校生・大学生世代の方を応援するため、書籍・
感染症対策用品・学用品・食費等、幅広く役立て
てもらうため、QUOカード１万円分を配布す
る。

3,091,860 2,772,000 Ｒ3.7 Ｒ3.9

ＱＵＯカードを配布することで、新型コロナウイ
ルス感染症の発生により、学び・通勤・通学等の
制限、その他様々な影響を受けている高校生・大
学生世代の方308人を支援することができた。

教育課

19
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。

4,818,750 1,455,000 Ｒ3.6 Ｒ4.3
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。（4,000
冊完売、換金率99.7％）

経済課

20
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。

2,400,000 1,200,000 Ｒ3.6 Ｒ4.3

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（24人）を抱える世帯の生活を支援
することができた。

住民課

21
社会福祉施設維持管理事業 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。

431,200 215,000 Ｒ3.7 Ｒ3.9
敬老センターに非接触検温カメラを２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。

敬老センター
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22
保育所運営事業　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。

184,800 92,000 Ｒ3.7 Ｒ3.9
第一保育所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。

第一保育所

35,363,115 23,125,000
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