
【様式２】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事業の執行状況等

1 5 6 7 10 11 22

 当該事業に係る基本情報
当該事業に係
る実績額

通し
番号 事業名

経済対策
との関係

経費区分 事業始期 事業終期
総事業費
　　(円)

1 防災活動支援事業
①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2020/6/1 2020/8/31 411,268

黒滝村指定避難所用パーテション付きダンボールベッドの整備
に係る経費　13,156円×28セット、送料42,900円

避難所に新型コロナウイルス感染症対策を講じ、避
難が必要な方が躊躇なく避難所を利用できるよう資
機材を配備した。また、感染症対策により避難所担
当職員も安心して従事することができるようにした。

パーテション付きダン
ボールベッド28セット

感染症対策に関係する
部署や機関との連携を強
化するとともに、自主防災
組織である自治会に参加
を呼びかけ、感染症対策
を講じた避難所開設訓練
を今後実施する予定であ
る。

総務課

2
公共施設等の管理維持
体制持続化整備事業

①-Ⅲ-１．観
光・運輸業、飲
食業、イベン
ト・エンターテ
インメント事業
等に対する支援

感染症対策 2020/6/1 2021/1/29 5,681,359

黒滝村公共施設における感染症拡大防止への対応として、衛生
設備の整備に係る経費、衛生設備整備工事一式　（村有観光施
設のトイレ衛生設備の対応を強化するため、和式便器の洋式化
及び自動手洗設備の整備工事）5,241,359円、工事監理費業務
委託440,000円、村有観光施設１箇所

村有観光宿泊施設である黒滝森物語村森の交流館
のトイレの洋式化及び自動手洗い設備の整備を実
施。客同士の感染リスクの低下だけでなく、従業員の
感染リスクを低下させ、安全安心して施設を利用で
きる環境を整備した。

黒滝森物語村森の交流
館内のトイレ8基、自動水
栓13基

－

企画政
策課

3
公共施設等の管理維持
体制持続化支援事業

①-Ⅲ-１．観
光・運輸業、飲
食業、イベン
ト・エンターテ
インメント事業
等に対する支援

経済対策・
その他

2020/6/1 2020/7/10 3,000,000

・感染拡大防止対策に努めながら事業の再開を支援するための
支援金に係る経費、施設の染予防対策経費713千円､施設再開
環境美化経費187千円､各施設感染症拡大防止対策経費2,915
千円、計3,815千円の内3,000千円
・黒滝村観光施設の指定管理者１者

村有観光施設である黒滝森物語村、道の駅、きらら
の森赤岩において、指定管理者が感染拡大防止対
策に努めながら事業の再開を支援するための支援
金に係る経費。客同士の感染リスクの低下だけでな
く、従業員の感染リスクを低下させ、安全安心して施
設を利用できる環境を整備した。

マスクケース5,000枚、感
染症対応空気清浄機10
基他

－

企画政
策課

4
新型コロナウイルス感
染症拡大防止協力金事
業

①-Ⅱ-２．資金
繰り対策

経済対策・
その他

2020/4/1 2020/10/21 1,650,000

・政府全体で取り組んでいる各種金融面の支援や持続化給付金
等の支援策を踏まえた上で、地域の実情に応じ、休業要請等に
協力いただいている事業者に対して､協力金等を交付する。
・協力金の交付に関する経費。
・奈良県の休業要請に応じた村内事業者を対象に、奈良県から
支給される新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に上乗せ
して黒滝村独自で協力金の支給に係る経費。10万円×6事業者
県協力金の対象外の観光関係事業者については支援金を支
給。10万円×5事業者　また、上記の対象事業者について、感染
症拡大防止対策経費の支援として上乗せして対策支援金を支
給。5万円×11事業者
・村内に休業要請対象施設等を置く個人又は法人の事業者

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、自
主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で事業者の
経営に深刻な影響が生じており、奈良県新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止協力金の交付対象外と
なった観光に関わる事業者であって、村内に施設を
有する事業者に対し、黒滝村新型コロナウイルス感
染症拡大防止支援金を交付し、事業の継続を支援
した。極力早く支援金を支給するように努め（受付後
1ヶ月以内）、多くの事業者より評価の声があった。

支援金を支給した事業者
数：11

村商工会と連携し、制度
周知、申請手続き補助を
実施。対象者の拾い出し
等にも効果があった。

企画政
策課

5
公共的空間安全・安心
事業

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2020/4/1 2021/2/25 1,426,256

・黒滝村内公共施設の感染予防対策に係る経費、空間遮断幕の
設置材料146,301円、消毒液132,709円、不織布マスク216,225
円、フェイスガード材料・手袋・ゴーグル33,210円、スプレーボトル
1,480円、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ122,140円、非接触式電子温度計351,560
円、防護服60,720円、非接触式検知器268,400円、生涯学習講
座等密接・飛沫防止のための移動式スポーツミラー93,511円の
購入費　合計1,426,256円

村内公共施設の感染予防対策に資するための物品
等を整えることにより、各施設内で集団感染を防止
することができ、教育施設を除き、施設を閉鎖するこ
となく行政サービスを提供することができた。

黒滝村役場、わかすぎふ
れあいセンター、黒滝村
国保診療所、黒滝村歯科
診療所、黒滝こども園、黒
滝小中学校

住民ニーズの把握と新型
コロナウイルス感染症対
策本部によるコンパクトで
迅速な行政判断 保健福

祉課

6
新型コロナウイルス感
染症予防対策事業

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2020/4/1 2020/6/15 1,015,867

・職員手当､需用費、役務費
・黒滝村がマスクなどの必需品の購入及び配布に係る経費及び
予防対策啓発活動として村内巡回啓発活動等の緊急対応に備
えた勤務体制整備に係る経費、不織布マスク883,300円、梱包用
品4,128円、配布手数料18,000円、休日勤務特別手当及び巡回
啓発燃料費等110,439円の合計1,015,867円

感染防止対策として村民のマスク入手困難時におけ
る全世帯の一人あたり２５枚、また村内の飲食業及
び観光事業者へ各100枚不織布マスク配布を実施
できた。また、予防対策啓発活動として５月連休中に
村管理職員による村内巡回啓発活動を行ない注意
喚起することができた。

マスク配付数村民17,250
枚　事業所1,000枚

住民ニーズの把握と新型
コロナウイルス感染症対
策本部によるコンパクトで
迅速な行政判断

保健福
祉課

7
黒滝村デイサービスセ
ンター安全・安心設備
等整備費交付事業

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2020/5/1 2020/9/25 6,534,506

・黒滝村介護事業拠点施設における感染予防対策の設備等整
備費に係る経費、感染予防対策の設備（特殊浴槽設備、エアコ
ン設備等）の改修6,519,800円、要綱策定職員時間外手当
14,706円　合計6,534,506円
・黒滝村介護施設の指定管理者１者

コロナ禍で感染予防対策として支給した特殊浴槽、
備品の有効活用することにより、施設内で一切感染
することなく、1日も休まずデイサービスを開設するこ
とができた。特に病気を抱えている利用者が多く、施
設内の清浄化に努め、空間的分離とヘルパー等の
必要以上の接触機会の削減や時間短縮もでき、極
めて効果的な施設内感染予防に資することができ
た。

令和3年度デイサービス
利用者の延べ人数
2,539人
※職員数　正規職員7
名、非常勤職員9名

対象となる事業者ニーズ
吸い上げ及び必要な福
祉環境とのマッチング

保健福
祉課

8
子育て世帯上乗せ臨時
特別給付金交付事業

①-Ⅱ-４．生活
に困っている世
帯や個人への支
援

経済対策・
その他

2020/5/1 2021/2/12 582,380

・他の支援施策の対象とならないまたは超える部分について、地
域の実情に応じて、子育て支援として給付金を支給する。
・給付金の支給に関する経費
・村内の子育て世帯への上乗せ臨時給付金に係る経費　１万円
×子ども49人＝490,000円、第3子以降養育世帯への上乗せ支
給に係る経費　１万円×子ども7人＝70,000円、個別通知郵送料
2,772円、要綱策定職員時間外手当19,608円　合計582,380円
・子育て世帯

国の施策による子育て世帯臨時給付金支給対象者
並びに村の児童扶養手当支給対象者に一人あたり
１万円を上乗せて支給し、コロナ禍における子育て
世代の経済的負担軽減の一助となった。

支給対象者計56人 村独自の第3子以降養育
世帯にも配分し、経済的
負担軽減に一層寄与

保健福
祉課

①事業概要 ②効果概要
③効果実績（定量

指標）
④効果発現に向け

た取組の工夫
担当課
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9

国民健康保険事業特別
会計繰出　地域の感染
状況等を踏まえたきめ
細かい医療提供体制等
構築事業

①-Ⅰ-３．医療
提供体制の強化

感染症対策 2020/6/1 2021/3/31 191,927

・国民健康保険事業特別会計に繰り出し、地域の感染状況等を
踏まえたきめ細かい医療提供体制等構築事業に要する費用。
・黒滝村国民健康保険診療所の施設感染予防対策に係る経費
（ロールスクリーン67,584円、非接触型体温計17,468円）及び医
療従事者の感染予防対策に係る経費（マスク15,916円、フェイス
シールド10,890円、サージカルガウン30,360円、医療用ゴム手袋
21,230円、手指消毒薬11,550円、飛沫防止用塩ビ透明板5,137
円、グラスシールド11,792円）

ロールスクリーンで部屋を区切ることにより、発熱等
有症状の方を一般診療の方と部屋を分けて診察を
行うことができ、またマスク、ゴム手袋、消毒薬などの
購入により医療従事者への感染防止対策が図られ
た。

ﾏｽｸ 2,000枚、ﾌｪｲｽｼｰﾙ
ﾄﾞ 85枚、ｻｰｼﾞｶﾙｶﾞｳﾝ
450枚、ｺﾞﾑ手袋 1,100
枚、手指消毒薬　5L　等
購入により診療及び検査
等で使用できる数箇月分
の在庫を確保できた。

・発熱外来診察室として
の部屋がないため、感染
防止策としてロールスク
リーンで部屋を分けること
により、発熱等有症状の
方の診察を別室で行うこ
とができた。
・医療従事者の感染予防
が効果的に行えた。

診療所

10
簡易水道事業特別会計
繰出　家計支援水道基
本料金減免事業

①-Ⅱ-４．生活
に困っている世
帯や個人への支
援

経済対策・
その他

2020/6/1 2021/3/18 6,653,394

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛要請等に伴
い、黒滝村住民への生活支援及び経済的負担の軽減対策とし
て、黒滝村簡易水道使用料の「基本料金」の減免を行う。
・簡易水道事業特別会計に繰り出し、水道使用料の減免分とし
て充当する費用及び水道システム改修費用。
・水道使用料減免分（水道使用料基本料金1ヶ月分×給水戸数
×消費税）×8ヶ月分 6,257,394円、水道システム改修委託料
396,000円
・黒滝村簡易水道受給者全員

住民の生活支援及び事業者の事業活動支援とし
て、黒滝村簡易水道使用料の「基本料金」の減免を
実施。

水道使用料減免分（水道
使用料基本料金1ヶ月分
×給水戸数×消費税）×
8ヶ月分 6,257,394円

各戸へ配布する検針票
に減免事由を記載し事業
を周知

林業建
設課

11
公立学校情報機器整備
費補助金単独事業

①-Ⅰ-８．学校
の臨時休業等を
円滑に進めるた
めの環境整備

経済対策・
その他

2020/6/1 2021/3/31 2,482,749

・国が進めるGIGAスクール構想に係る1人1台PC端末とその通信
環境整備の実現
・児童生徒数1/3は地方財政措置で事業を進める。
・必要額2,483,000円
3人に1台分のうち未整備分　55,000円×29台=1,595,000円、校
務用パソコン96,800円×2台=193,600円、マウス5,280円、通信環
境整備のためのLTE回線使用料（37台）×7ヶ月＝193,649円、備
品購入（端末機のキャビネット保管庫）　495,000円
・村立黒滝小中学校（1校）

1人1台の端末整備により、
個別に最適化された教育が実現された。

生徒用端末25台
教師用端末15台
予備用端末3台

県立教育研究所主催研
修会を教職員先生方に
周知し参加してもらう。

教育委
員会

12
公立学校情報通信ネッ
トワーク環境施設整備
費補助金単独事業

①-Ⅳ-３．リ
モート化等によ
るデジタル・ト
ランスフォー
メーションの加
速

経済対策・
その他

2020/6/1 2021/3/31 4,681,996

・国が進めるGIGAスクール構想に係る「統合系校務支援システ
ム」を導入し教員の働き方改革の実現
・システム導入に関する経費
・校務系ネットワーク分離業務委託経費198,000円、校務支援シ
ステム導入整備業務委託経費3,221,900円、校務支援システム等
使用料1,058,860円、校務用プリンター購入費165,000円、校務
用USBメモリ38,236円
・村立黒滝小中学校（1校）

スケジュール、勤務時間の把握また児童生徒の個人
情報をやり取りがスムーズになったため、教員の働き
方改革が実現された。

教職員+教委分
26台

教育委
員会

13

公共施設感染症対策整
備事業（公共施設手洗
用蛇口自動化整備事
業）

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2020/9/1 2021/1/25 2,514,050

・公共施設における感染予防対策に係る施設整備経費。施設の
3密対策を推進し、快適性・効率性を高めるための施設整備を実
施。
・工事費
・混合水栓電池式54,000円×2基108,000円、単水栓乾電池式
44,000円×1基、単水栓電池式吐水口長ﾀｲﾌﾟ43,500円×1基、
単水栓電池式吐水口短ﾀｲﾌﾟ34,000円×22基748,000円、単水栓
乾電池式吐水口短ﾀｲﾌﾟ30,000円×30基900,000円、取付費
7,000円×56基392,000円、雑材消耗品50,000円、消費税
228,550円
・役場、わかすぎふれあいセンター、こもれびホール、こども園、
小中学校、給食センター、診療所

役場・わかすぎふれあいセンター・小中学校・こども
園・こもれびホールに設置

設置箇所：７箇所 住民等の利用頻度が高
い施設を優先して設置し
た。

総務課

14
テレビ会議環境構築事
業

①-Ⅳ-３．リ
モート化等によ
るデジタル・ト
ランスフォー
メーションの加
速

経済対策・
その他

2020/9/1 2021/3/30 608,520

・テレビ会議可能なカメラ・マイク付きのパソコンを整備し、行政機
能の継続とデジタル化を推進する。
・備品購入費
・テレビ会議用パソコン・タブレット各1台等200,000円、プロジェク
ター91,000円、その他付属品等202,200円、設定費60,000円、消
費税55,320円　計608,520円
・役場

総務課

15

公共施設感染症対策整
備事業（デイサービス
センター・国保診療
所）

①-Ⅰ-３．医療
提供体制の強化

感染症対策 2020/9/1 2021/3/26 17,535,309

・公共施設である介護サービス拠点施設及び医療における感染
予防対策に係る施設整備経費。施設の3密対策を推進し、快適
性・効率性を高めるための施設整備を実施。
・工事費及び設計監理委託費
・黒滝村国民健康保険診療所及びデイサービスセンターの自動
ドア改修等設計委託費1,045,000円、工事費9,018,900円
黒滝村国民健康保険診療所において発熱等有症状の患者を診
察すため発熱外来診察室設置1,536,634円、待合室での接触機
会を減らし社会的距離確保のための配置等待合室改修工事
1,550,175円、待合室・診察室における感染予防対策の設備（空
調設備）改修工事4,385,000円
・デイサービスセンター、黒滝村国民健康保険診療所

診療所及び介護サービス拠点施設の感染予防強化
対策として施設を改修整備。

発熱外来診察室での診
療実績17名（12月～3月）

発熱外来診察室を設置
し、発熱等有症状の患者
と診察室を一般患者と別
にし、また、玄関の自動ド
ア化、待合室の拡大、空
気清浄機能を有する空調
設備へ改修することで、
感染予防対策を強化。

保健福
祉課
診療所
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【様式２】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事業の執行状況等

1 5 6 7 10 11 22

 当該事業に係る基本情報
当該事業に係
る実績額

通し
番号 事業名

経済対策
との関係

経費区分 事業始期 事業終期
総事業費
　　(円)

①事業概要 ②効果概要
③効果実績（定量

指標）
④効果発現に向け

た取組の工夫
担当課

16
公共施設感染症対応窓
口改修整備事業

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2020/9/1 2021/3/30 11,499,400

・黒滝村役場窓口における感染症対策及び村内木材事業者へ
の経済対策も兼ねて、抗ウイルス作用のある村産木材を利用し、
３密対策を講じた役場窓口へ改修整備を実施。
・委託費
・受付カウンター関連4,630,000円、暮らしラボ・情報コーナー等
2,149,000円、家フレーム1,690,000円、フローリング205,000円、
家具300,000円、照明112,000円、設計850,000円、施工費･運送
費518,000円、消費税1,045,400円
・役場

黒滝村役場窓口での住民及び対応職員に対する感
染症対策を向上させ、村産木材の利用促進を兼ね
て、施設改修を実施。
吉野杉材はウイルスを不活性化することが県の実証
実験で効果が示されており、室内家具として使用す
ることで、感染症対策への効果が期待されます。ま
た、三密防止のためカウンターにアクリル板を備え付
け、ジグザグ状の配置や、壁の取り払いなどを実施。
使用した木材は村森林組合が伐採し、家具メーカー
や地域の木工所等と連携して製作している。

木製受付カウンター8台、
木製飾り棚3台他

村森林組合が施工を請け
負い、村産木材の利用を
促進。玄関ホールを木工
品の展示スペースとして
利活用し、情報発信の場
としても利用。

林業建
設課

17
公共施設感染症対策整
備事業（農林トレーニ
ングセンター）

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2020/9/1 2021/3/26 9,629,708

・公共施設における感染予防対策に係る施設整備経費。指定避
難所となっている農林トレーニングセンターの3密対策を推進し、
快適性・効率性を高めるため、施設内を改修し多目的トイレを新
設する施設整備を実施。
・工事費及び設計監理委託費及び備品購入費
・農林トレーニングセンター多目的トイレ設置設計委託費
1,870,000円、工事費7,077,400円、サーキュレーター及びスポッ
トクーラー各6台682,308円
・農林トレーニングセンター

多目的トイレを新設したことで、車椅子での利用等も
快適になり
誰もが利用しやすい環境となった。

施設利用者50名（授業・
部活等除く）

教育委
員会

18
新型コロナウイルス感
染症対策生活支援事業

①-Ⅱ-４．生活
に困っている世
帯や個人への支
援

経済対策・
その他

2020/6/1 2021/3/31 632,880

・住民の経済的負担を軽減するため、黒滝村全世帯に黒滝村指
定のごみ袋無料引換券を配布し、住民のごみ袋購入費用の軽
減を図る。
・手数料及び需用費
・360世帯×2千円分無料引換券　500円券×310枚＝155,000
円、1,500円券×313枚＝469,500円、引換券用紙代8,380円
・全世帯

コロナ過における感染症対策等、様々な住民の経
済的負担が強いられる中、家庭ごみの増加にも対応
した効果があった。

313枚×1,500円分、310
枚×　500円分、ごみ袋無
料引換券
消耗品　8,380円

住民の経済的な負担軽
減にあわせ、外出を控え
ることによる在宅時間の
増加や外食機会の減少
による家庭ごみの増加に
対応させる。

住民生
活課

19
図書室パワーアップ事
業（わかすぎふれあい
センター）

①-Ⅰ-８．学校
の臨時休業等を
円滑に進めるた
めの環境整備

経済対策・
その他

2021/2/1 2021/3/31 2,279,021

・在宅で過ごす時間を少しでも有意義に過ごすため、貸し出し用
図書の蔵書を増やすとともに、図書室の３密対策を実施し、より
利用しやすい図書室となる取組を実施。
・工事費及び備品購入費
・工事費：無線ＡＰ増設工事352,000円、入退管理設備設置工事
242,000円、図書室環境整備工事（ＬＥＤ照明設置・エアコン設置
など）1,155,000円　備品購入費：図書増刊149,971円、バリアフ
リースロープ380,050円
・黒滝村わかすぎふれあいセンター

蔵書追加、バリアフリー化、エアコン設置、公衆無線
LAN整備など図書室の環境を改善し、利用しやすく
なった。

・蔵書追加：123冊
・公衆無線LAN整備

蔵書が増えたことを村広
報紙で周知

教育委
員会

20
学校保健特別対策事業
費補助金

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2021/3/1 2021/5/31 1,040,600

・感染症対策等の学校教育活動継続支援事業
・学校の教育活動継続に際して、密閉・密集・密接を回避し、児
童生徒・教職員の感染症対策に必要となる物品の購入。
・各教室への加湿空気清浄機の設置
・備品購入費：加湿空気清浄機1,040,600円（52,030円×20台）
・黒滝村立黒滝小・中学校（児童生徒及び教職員等）

学校の教育活動を継続するうえで、児童生徒・教職
員の感染防止対策として各教室に加湿空気清浄機
を設置。

加湿空気清浄機整備台
数：20台

教育委
員会

合計 80,051,190
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【様式３】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事業の執行状況等

1 5 6 7 10 11 22

 当該事業に係る基本情報
当該事業に係
る実績額

通し
番号 事業名

経済対策
との関係

経費区分 事業始期 事業終期
総事業費
　　(円)

1
新型コロナウイルス感
染症に関する生活支援
サービス事業

①-Ⅱ-４．生活
に困っている世
帯や個人への支
援

感染症対策 2021/4/1 2022/3/31 10,771

①新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者等で、保健所から自
宅待機を要請され、買い物等の外出ができなくなった村民のう
ち、親族等の支援が得られない者に対し黒滝村が生活支援
サービスを提供するとともに、自宅待機者に関する生活状況を
継続的に確認
②③・村職員直接代行の場合：消耗品費、燃料費等　 １回あた
り＠1,000円×4回×3人＝12,000円
・村社協委託の場合：委託料（１）基本料　１時間につき1,600円
（移動時間を含む。）　（２）交通費　a往復10ｋｍ未満で1回につ
き800円　　b往復10ｋｍ以上24ｋｍ未満で1回につき1,800円　c
往復24ｋｍ以上で1回につき2,800円　　1回あたり＠6,000円×4
回×3人＝72,000円
実績額⇒　消耗品費（食料品等運搬箱５個の購入費）10,771円
④新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者等で、保健所から自
宅待機を要請され、買い物等の外出ができなくなった村民

新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者等で保健
所から自宅待機を要請され買い物等の外出ができ
なくなった村民の生活を守るため、いち早く制度化し
たが村内における感染者は極めて少なかったことも
あり、結果として令和３年度中では当該サービスを受
けられた方はなかった。

－ 早期における制度の構築

保健福
祉課

2 地域振興券交付事業
①-Ⅲ-２．地域
経済の活性化

経済対策・
その他

2021/4/1 2022/2/10 7,353,437

①緊急経済対策として、期間を定めて使用できる黒滝村地域振
興券を交付することにより、村内の消費を拡大させ、地域経済の
活性化を図るとともに住民生活の維持に努める。
②役務費、委託料
③地域振興券10,000円×645人=6,450,000円、送料300,000円､
業務委託850,000円
④令和３年４月１日現在黒滝村の住民基本台帳に登録されてい
る者

6,401千円の地域振興券が村内13店舗で利用され、
流通したことで、村内事業者の経営支援に繋がっ
た。また、一人当たり10,000円の地域振興券を交付
及びその利用により、住民生活の維持向上に繋がっ
た。

地域振興券の村内流通
額6,401千円、利用店舗
13店舗、交付対象者660
人（内15人不受理）、利
用率99.2%

地域振興券取扱店舗の
募集、券の作成、使用後
の券の換金などを、商品
券事業の知見を持つ村
商工会に委託。

企画政
策課

3
簡易水道事業特別会計
繰出　家計支援水道基
本料金減免事業

①-Ⅱ-４．生活
に困っている世
帯や個人への支
援

経済対策・
その他

2021/4/1 2022/3/30 9,401,821

①新型コロナウイルス感染拡大防止のための各種感染防止対
策実施に伴い、黒滝村住民への生活支援及び経済的負担の
軽減対策として、黒滝村簡易水道使用料の「基本料金」の減免
を行う。
②簡易水道事業特別会計に繰り出し、水道使用料の減免分と
して充当する費用及び水道システム改修費用。
③水道使用料減免分（水道使用料基本料金1,430円×給水戸
数500戸×消費税）×12ヶ月分=9,438,000円
④黒滝村簡易水道受給者全員

住民の生活支援及び事業者の事業活動支援とし
て、黒滝村簡易水道使用料の「基本料金」の減免を
実施。

水道使用料減免分（水道
使用料基本料金1ヶ月分
×給水戸数×消費税）×
12ヶ月分 9,438,000円

各戸へ配布する検針票
に減免事由を記載し事業
を周知

林業建
設課

4
公共施設感染症対策整
備事業（わかすぎふれ
あいセンター）

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2021/4/1 2021/11/10 4,909,300

①公共施設における感染予防対策に係る施設整備経費。わか
すぎふれあいセンターでの3密対策を推進し職員及び来場者の
接触機会の低減を図るため、玄関扉を自動ドア化する改修整備
及び勝手口扉及び勝手口に付随する換気扇の改修整備を実
施する。（基本的対処方針（令和3年8月25日変更）39ページ目
4)②）
②委託料､工事請負費
③設計管理委託：1,000,000円、工事費：4,000,000円
④黒滝村わかすぎふれあいセンター

集団健診や図書館利用等
施設利用者が多い時でも
３密にならずに利用することができるようになった。

R3施設利用者
453名(申請書で把握して
いる分のみで）

教育委
員会

5
スクールバス車内抗菌
コート施工事業

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2021/4/1 2021/4/30 217,800

①新型コロナウイルス感染対策として、小・中学校の児童生徒が
利用するスクールバス車内の抗菌コートを行い、安心安全な通
学を確保する。
②スクールバス車内の抗菌コート施工に関する委託料
③車内抗菌コート（ラーフェイド）施工委託218千円
④黒滝村立黒滝小・中学校スクールバス

安心安全な通学を確保することができた。 スクールバス利用者数
20人全員が利用

教育委
員会

6
公共的空間安全・安心
事業

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の
確保

感染症対策 2021/4/1 2022/3/31 1,510,118

①村内公共施設の感染予防対策に係る経費
・AIサーモメーター、手指消毒機他、対応にあたる常勤職員の
時間外手当等（こども園・小学校・中学校・わかすぎ他）
②職員手当、需用費、備品購入費
③職員手当50千円、需用費650千円、備品購入費800千円
④役場、こども園、小学校、中学校、わかすぎ、診療所

各公共施設での感染防止対策に資する用品（アル
コールやパーティションなど）を整備した。

パーティション、アルコー
ル、消毒用品、電子体温
計、サーマルカメラ、防護
服、掃除機、コンテナ：総
額1,510,188円

各施設より必要物品を聞
き取り、適切な用品を支
給した。

総務課

7
がんばる事業者応援事
業

①-Ⅱ-２．資金
繰り対策

経済対策・
その他

2021/6/1 2021/12/10 1,338,000

①新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、自主休業や
外出自粛等に伴う売上減少等で事業者の経営に深刻な影響が
生じている村内の事業者に対し、黒滝村がんばる事業者応援
事業支援金を交付する。
②負担金及び交付金
③13事業者×150千円
④令和3年4月から令和3年10月までの一月分の売上が前年度
又は前々年度同期間比で3分の1以上減少している村内に対象
施設を運営する個人又は法人の事業者

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、自
主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で事業者の
経営に深刻な影響が生じており、観光に関わる村内
に施設を有する事業者で、売上が前年度又は前々
年度同期間比で3分の1以上減少している事業者に
対し、支援金を交付し、事業の継続を支援した。極
力早く支援金を支給するように努め（受付後1ヶ月以
内）、多くの事業者より評価の声があった。

支援金を支給した事業者
数：11

村商工会と連携し、制度
周知、申請手続き補助を
実施。対象者の拾い出し
等にも効果があった。

企画政
策課

①事業概要 ②効果概要
③効果実績（定量

指標）
④効果発現に向け

た取組の工夫
担当課
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【様式３】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事業の執行状況等

1 5 6 7 10 11 22

 当該事業に係る基本情報
当該事業に係
る実績額

通し
番号 事業名

経済対策
との関係

経費区分 事業始期 事業終期
総事業費
　　(円)

①事業概要 ②効果概要
③効果実績（定量

指標）
④効果発現に向け

た取組の工夫
担当課

8
感染対策強化啓発広報
事業

②-Ⅱ-６．地方
への人の流れの
促進など活力あ
る地方創り

感染症対策 2021/6/1 2021/8/20 993,300

①コロナ禍の影響で増加する村外からの川遊び観光客への対
策として、３密対策とごみの持ち帰りを啓発する広報を展開す
る。
②備品購入費
③看板購入設置費8箇所660千円、看板購入費14箇所540千円
④村内22箇所

コロナ禍の影響で増加する村外からの川遊び観光
客への対策として、３密対策とごみの持ち帰りを啓発
する看板を設置。

啓発看板を村内22箇所
に設置

設置場所を地元区長や
施設管理者と相談し、より
効果の高い場所に設置 企画政

策課

9
教育通信環境整備支援
事業

①-Ⅳ-３．リ
モート化等によ
るデジタル・ト
ランスフォー
メーションの加
速

経済対策・
その他

2021/4/1 2022/3/31 5,296,620

①教職員のコロナ感染リスク軽減を図り不要な接触を極力減ら
すため、黒滝こども園のオンライン会議環境整備、黒滝小中学
校のオンライン会議環境整備、「統合系校務支援システム」を継
続して利用するための維持管理経費（月額利用料分）の支援、
オンライン学習用端末整備に係る維持管理経費（月額利用料
分）の支援、学習端末付属品、オンライン学習対応用に学校側
の大型掲示装置（電子黒板３基）の購入整備を実施。
②備品購入費、使用料及び賃借料、役務費
③オンライン会議環境整備490千円、黒滝小中学校校務系ネッ
トワーク整備462千円、校務系通信環境支援1,668千円、ＧＩＧＡ
スクール環境整備467千円、大型掲示装置購入整備2,300千円
④こども園、小学校、中学校

整備を行ったことで、密にならずに会議や授業等を
行うことができた。

電子黒板等3台導入 電子黒板導入の際に教
職員を対象とした研修会
を行った。

教育委
員会

10
疾病予防対策事業費等
補助金

①-Ⅰ-２．検査
体制の強化と感
染の早期発見

感染症対策 2021/4/1 2022/3/31 100,000

新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等
への検査助成事業
①国の要綱に基づき、黒滝村内の新型コロナウイルス感染拡大
や重症化を防止する観点から、一定の高齢者等の希望により、
ＰＣＲ検査を実施し、その検査費用の一部助成を行なう。
②委託料
③PCR検査単価一人あたり（＠22,000円-自己負担金2,000円）
×62名＝1,240,000円
④満65歳以上の者及び基礎疾患を有する者のうち検査を希望
する者（行政検査を除く。）
実績額⇒　5名＝100,000円

　極めて少数ながらも村内でも感染事例があり、濃
厚接触者に指定されなかったものの不安を覚える高
齢者に対し、村診療所で臆することなくＰＣＲ検査を
実施することができ、受検者全員陰性結果により、安
心してもらうことができた。

受検者5人 不安を覚える高齢者に対
する事業として、できる限
り安易な制度構築

保健福
祉課

11
図書室パワーアップ事
業

①-Ⅰ-８．学校
の臨時休業等を
円滑に進めるた
めの環境整備

経済対策・
その他

2021/12/1 2022/2/21 199,588

①在宅で過ごす時間を少しでも有意義に過ごすため、貸し出し
用図書の蔵書を増やすとともに、図書室の３密対策を実施し、よ
り利用しやすい図書室となる取組を実施。
②需要費
③需要費：図書増刊200千円
④黒滝村わかすぎふれあいセンター内図書室

蔵書を追加し、これまでより多くの人に図書室を利用
してもらえるようになった。

・蔵書追加：140冊 蔵書が増えたことを村広
報紙で周知

教育委
員会

12
国民健康保険事業特別
会計操出　電子カルテ
システム整備事業

②-Ⅱ-１．デジ
タル改革

感染症対策 2021/4/1 2021/12/10 8,470,000

①黒滝村国保診療所における発熱外来ネットワークを整えるた
め、電子カルテシステムの整備を行い、基本となる診療記録デ
ジタル化及び広域医療ネットワーク環境への対応を図り、診療
に携わる人の接触機会の低減及び新型コロナウイルス感染症
拡大防止に努め、安全・安心な診療環境の強化推進を図る。
②備品購入費
③電子カルテシステム整備費用8,470千円
④診療所

電子カルテシステムを整備することにより、発熱等有
症状の方宅への往診時にもカルテシステムを持参し
診察でき、より確かな診察を行うことができるように
なった。また、広域医療ネットワークにつながることに
より、即時に情報を得られるようになり、接触機会が
低減され、感染防止策として効果があった。

地域医療をサポートする
総合医療センター他３病
院とネットワーク化。入院
時や退院後の患者に対
する連携が即時に診療に
生かせるようになった。

広域でのネットワーク連
携によりカルテ共有を効
果的に活用。発熱等有症
状患者への往診機会を
増加し、院内での感染予
防を図る。

診療所

合計 39,800,755
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