
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【実施状況及び効果検証】

令和４年９月30日現在

■感染拡大防止対策事業

1

市総合体育

センター感

染症対策強

化事業

感染症対策防止として、施設内の蛇口の自動水栓化

を行います。
市総合体育センター ・自動水洗化台数：30台         1,626         1,625 R3.6 R3.9

手洗い蛇口の自動水洗化により、

衛生環境が改善され、感染リスク

の低減が図られました。
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2

イベントに

おける感染

症対策事業

青森県策定の感染症対策ガイドラインに基づきイベ

ントを実施するため、カラーコーン等の物品を購入

します。

市夏まつり、秋まつり等 ・カラーコーン、バー：各1,200個         2,526         2,525 R3.6 R3.8

カラーコーン等を購入し、イベン

トスペースを区切ることにより、

感染症予防対策が図られました。
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3

観光施設感

染防止対策

事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、観光施

設トイレの洋式化、除菌・抗菌加工及び蛇口の自動

水栓化を行います。

市内観光施設

・トイレ洋式化：66基（29,783千円）

・除菌抗菌加工：

　大便器183基、扉245枚（1,650千円）

・自動水栓手洗器購入：

　53台（5,148千円）

      36,581       32,700 R3.6 R4.1

観光施設のトイレの洋式化等によ

り、衛生環境が改善され、感染リ

スクの低減が図られました。
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4

保育対策総

合支援事業

費補助金

（感染症拡

大防止対策

支援事業

（保育施設

等））

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、保育施

設の感染防止に係る経費（かかりまし経費）を支援

します。

保育施設
【補助件数】

・保育施設：25件
      11,350         5,675 R3.8 R4.3

消毒液等の衛生物品購入や消毒等

にかかる人件費などの経費に対し

て補助をしたことにより、保育施

設の感染予防対策が図られまし

た。
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5

学校保健特

別対策事業

費補助金

（学校教育

活動継続支

援事業）

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しながら学

校教育活動を継続して実施するため、感染予防及び

児童生徒の学習保障に必要な消耗品を購入します。

市内小中学校25校

・小学校：1,850千円

・中学校：   850千円

※国庫補助金：1,350千円（補助率1/2）

        2,700         1,350 R3.12 R4.3

マスクや消毒液、衛生消耗品等を

購入し、感染症対策を実施するこ

とで、児童生徒が安心して学ぶこ

とができる環境整備が図られまし

た。
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■経済支援事業

1

プレミアム

付商品券発

行事業

市内経済の活性化と市民の家計を支援するため、市

内の店舗等で利用できるプレミアム付商品券（１万

円で１万３千円分の商品券・１人１冊まで購入可

能）を発行します。

全市民

・発行冊数　　：60,000冊

・取扱店舗数　：337店舗

　　　　　　　（大型店24、中小店313）

・販売冊数　　：60,000冊

・商品券販売率：100％

※当初販売期間であるR3.12.30までは１人

１冊として販売し、残数について、市内経

済の活性化のため、販売期間をR4.2.10まで

に延長したうえで、対象者の制限を行わず

に販売

    198,297     150,000 R3.6 R4.3

１万３千円分の商品券を１万円で

発行し消費喚起を促したことによ

り、市内経済の活性化が図られま

した。
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2

第２次経済

支援対策給

付金事業

市内事業者の事業継続のための支援を目的として、

交通・宿泊・小売等事業者へ給付金を支給します。

月売上高が前々年同月と比較

し、30％以上減少した市内交

通・宿泊・小売等事業者

・タクシー・バス等：

　　　　　10万円～100万円

・宿泊施設、結婚式場：

　　　　　20万円～200万円

・その他：20万円

・給付件数：477件

・給付金額：109,200千円
    110,411       50,000 R3.8 R4.2

コロナ禍において売上が減少した

市内事業者を支援することで、事

業の継続が図られました。
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3

第３次飲食

業支援給付

金事業

市内飲食事業者の事業継続のための支援を目的とし

て、給付金を支給します。

月売上高が前々年同月と比較

し、30％以上減少した市内飲食

事業者

・１店舗20万円以内

・給付件数：285件

・給付金額：58,797千円
      59,380       23,670 R3.8 R4.2

コロナ禍において売上が減少した

市内飲食業者を支援することで、

事業の継続が図られました。
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4

米価下落対

策緊急支援

事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、過去最大

の下落幅となった米価下落に伴い、収入額が生産費

を下回った農業者の営農継続意欲の向上を図るた

め、収入減少に対する補填を行います。

令和３年産主食用米作付け農業

者（自家消費者を除く）

・補助件数：1,286件

・補助金額：160,383千円
    160,384     112,178 R3.10 R4.3

新型コロナウイルス感染症の影響

による減収に対して補填を行った

ことにより、農業者の営農継続意

欲の向上が図られました。
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■「新しい生活様式」対応事業

1

公共施設予

約管理シス

テム構築業

務

接触や対面を避けるため、利用者は窓口に行かずに

オンライン予約ができ、施設側は予約受付・決定が

できるシステムを構築します。

市が実施

【導入施設】

・コミュニティ施設：４施設

・文化施設　　　　：２施設

・体育施設　　　　：９施設

        4,840         4,587 R3.6 R4.3

公共施設予約管理システムを導入

したことにより、市民サービスの

向上、窓口業務の軽減及び行政の

デジタル化が図られました。
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2
学校エアコ

ン整備事業

マスク着用が求められている児童・生徒の熱中症等

の体調不良を防止するため、市内小学校に冷房設備

を設置します。

市が実施（市内小学校）

【エアコン設置工事】

・小学校（13校）：78教室

※小３・４中・小規模校、小５・６、職員

室等

    133,482       33,200 R3.4 R4.3

冷房設備の整備により、子どもの

熱中症等の体調不良を防止する環

境整備が図られました。
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3

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）

新型コロナウイルス感染症の発生等による学校の臨

時休業等の緊急時においても、ICTの活用により全

ての子どもたちの学びを保証できる環境整備のた

め、ヘルプデスクやトラブル対応により学校ICT化

を支援します。

市が実施（市内小中学校）

【運用保守、障害対応保守委託料】

・小学校：3,973千円

・中学校：2,235千円

※国庫補助金：3,103千円（補助率1/2）

        6,208         2,794 R3.4 R4.3

機器障害等に対応できる環境が

整ったことにより、ICTの活用によ

る全ての子供たちの学びを保証す

る環境整備が図られました。
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