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計画概要
（単位：千円）
№

事業名

臨時休業対策昼食費支援
1
事業

2

事業概要
臨時休業による保護者の負担軽減を図るため、
経済的な理由により就学が困難な児童生徒に対
し、愛媛県と連携して学校給食費用相当額を補
助。

新型コロナウイルス感染症対策資金を貸し付け
新型コロナウイルス感染症
た融資機関に対し利子補給を行い、愛媛県と連
対策資金利子補給事業
携して中小企業者等を支援。

事業費

173

担当課

教育課

1,000 商工観光課

3 雇用維持助成金事業

新型コロナウイルス感染症による影響を受け、休
業等を余儀なくされた事業所の雇用維持を図る
ため、助成金を支援。

1,000 商工観光課

4 感染予防対策事業

学校・保育所・福祉施設等へマスク配布。各公共
施設での感染拡大防止のため、防護服、消毒液
やハンドジェル等を購入。

9,628

総務課

5 備蓄物資購入事業

避難所での感染拡大防止のため、室内テント、段
ボールベッド等を購入。

4,982

総務課

6 子育て応援給付金事業

臨時休校等により家計負担が増加する子育て世
帯を支援するため、児童１人につき２万円を支
給。

10,903

住民課

7 中小企業応援給付金事業

持続化給付金の対象とならない事業者の内、売
上が前年同月比20％以上～50％未満減少した
事業者に対して応援給付金を支給。

5,293 商工観光課

経営が悪化している町内飲食店の利用促進を図
るため、１万円分利用につき、２千円の町内商品
券を支給。

18,000 商工観光課

観光需要を喚起し地域の活性化を図るため、町
内宿泊施設の宿泊料1/2（上限５千円）を補助。

3,000 商工観光課

宿泊予約者に予約の延期やキャンセルを依頼す
るなど、感染症拡大防止に協力いただいた宿泊
事業者に対して支援。

1,000 商工観光課

8

飲食店応援スタンプカード
事業

9 宿泊事業者応援割事業

10

感染拡大防止協力宿泊事
業者支援事業

11 就学援助給付金事業

準要保護児童生徒及び特別支援学級児童生徒
を対象に臨時休校中の経済的負担を軽減するた
め、対象児童生徒１人につき、２万円を支給。

600

教育課

12

GIGAスクール庁内ネット
ワーク等整備事業

ICTを活用した教育推進のため、ネットワーク環境
を一括管理するため整備。

7,612

教育課

13

GIGAスクール端末整備事
業

ICTを活用した教育推進のため、１人１台ＰＣ端末
の整備。

7,047

教育課

経営状況が悪化している民間航路事業者への応
援助成金の給付。

2,500 公共交通課

14 航路事業者応援事業

15 子育て生活支援事業

16

国の特別定額給付金の交付対象とならなかった
令和2年4月28日以降に生まれた子どもの世帯を
対象に、子育て世帯への生活応援として、子ども
1人あたり10万円を支給。

福祉施設・医療機関に新型コロナウイルス感染
福祉施設・医療機関感染予
症対策経費として、1事業所あたり10万円助成す
防対策事業
る。（町営は除く。）

17 高齢者生活支援事業

R２年度の敬老会が中止となったため、対象の高
齢者（75歳以上）１人当たりに3,000円の商品券等
を助成。

2,504

住民課

1,200 健康推進課

5,861 健康推進課

10月25日(日)執行予定の上島町長選挙・上島町
新型コロナウイルス感染症 議会議員選挙において有権者が安心して投票で
18
対策選挙運営事業
きるよう、投票所等での感染予防や蔓延防止の
ための対策に取り組む

2,410

出張等が控えられてオンライン会議・講義が今後
19 Web会議システム購入事業 の標準となる中、専用のWeb会議システムを構
築。

5,825 企画情報課

都会の人の暮らし方・働き方が見直され、地方回
暮らし方・働き方改革に伴う 帰が進んでいる中、この機に本町の地方創生の
20 インキュベーション促進事 ためにその方々を呼び込み、インキュベーション
業
を推進するため、空き店舗(寮）を買収・改修し、
新規起業等に対して支援。

54,935 企画情報課

21 体育館Ｗｉ-Ｆｉ環境整備事業

総務課

中学校で使用する体育館においても、Ｗｉ-Ｆｉ環境
を整備し、授業で活用。

4,666

教育課

22

学校保健特別対策事業費
補助金

小・中学校において、感染予防の徹底を図るた
め、感染防止用の備品等の購入及び遠隔合同授
業を実施し、小規模校の課題を解消。

6,552

教育課

23

公共施設感染予防対策事
業

来場者及び職員の感染予防対策の徹底を図るた
め、感染対策用の備品等を購入し、必要箇所へ
設置。

1,973

教育課

24

体育施設等感染予防対策
事業

体育施設等利用者の安心・安全を確保するため
トイレ使用時に可能な限り手で操作することを避
けるため、トイレの自動水洗化を行う。

4,966

教育課

25

教職員の負担軽減等を図るとともに新しい学校
小中学校校務支援システム
の生活様式で校務を継続するため、教育支援体
導入事業
制の整備を行う。

32,120

教育課

26 農業経営継続補助事業

販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・
設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に
支援。

4,000 農林水産課

27 漁業経営継続補助事業

販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・
設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に
支援。

1,000 農林水産課

28 感染防止教育事業

町内の自主防災組織等に対して、新型コロナウ
イルスに関する教育機会を設けることで、正しい
知識に基づいた感染症対策実施を推進する。

1,031

総務課

29 防災倉庫整備事業

防災倉庫を設置し、適切な管理及び物資供給の
体制を構築。

7,464

総務課

30

公共施設空調設備整備事
業

空調設備の高機能化及び未設置箇所への新規
設置により、避難所（施設）の環境改善、感染予
防を図る。

31

高齢者施設空調設備整備
事業

空調設備の高機能化及び未設置箇所への新規
設置により、避難所（施設）の環境改善、感染予
防を図る。

25,487 健康推進課

32 自転車等購入費補助事業

屋外スポーツかつ新しい移動手段として自転車
の活用を推進するため、購入費の一部を補助。

1,728 商工観光課

2,800

総務課

利用者が来館することなく電話予約がスムーズ
せとうち交流館図書管理シ
に行えるようにパソコンで貸出・返却・蔵書検索等
ステム導入事業
が行える図書管理システムを導入。

1,515 商工観光課

34 レンタサイクル拡充事業

国が提唱する新しい生活様式に配慮した、屋外・
非接触型の観光を振興するため、レンタサイクル
拡充および利便性向上のためのロッカー設置等
を実施。

13,987 商工観光課

35 周遊コンテンツ制作事業

屋外を中心とした周遊コンテンツを制作すること
で、感染リスクの少ない安心安全な地域滞在型
の観光を目指すとともに、自転車観光の推進も図
る。

26,356 商工観光課

PR活動を実施することで、観光需要の喚起及び
地域の再活性化を図る。

14,060 商工観光課

37 新事業応援助成金事業

新しい生活様式に対応した新ビジネス（移動販
売、アウトドア事業等）、イベント、体験プログラム
の展開に挑戦する取り組みを支援。

16,012 商工観光課

38 屋外休憩所設置事業

屋外休憩所（ベンチ等）を設置し、感染症予防お
よびテイクアウト・デリバリーの推進を図る。

3,500 商工観光課

33

36

観光プロモーション活動事
業

39

経営が悪化している民間航路事業者等に対し
漁港・港湾施設使用料減免
て、港湾、漁港施設の使用料を免除し経営再建
事業
を図る。

40

農林水産物処理加工施設
整備事業

41 観光環境整備事業

42

避難施設感染症防止対策
事業

700

建設課

販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・
設備の向上を行うことで地域を支える農林水産
業者を支援。

7,092 農林水産課

令和3年度岩城橋開通に向けて、「新しい旅行ス
タイル」の実現のため観光環境整備を図るもの。

25,000 商工観光課

地区管理集会所に対して、感染リスクを低減させ
るため衛生設備の整備を図る。

3,193

住民課

