
№ 事業名 事業概要
経済対策
との関係

事業始期 事業終期 総事業費 うち交付金 事業実績 効果・検証 担当課

1
新型コロナウイルス感染
拡大防止事業
（R2予備費）

・町民の感染拡大防止のために必要な資材の購入
①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の確
保

R2.4.1 R2.5.15 729,300 729,300
・町民の感染予防のため、健診時の感染予防のため、マス
ク、手指消毒剤を購入した。

・感染症予防のための資材を早急に整備する
ことにより、町民の安全安心につながった。

【事業効果】
・感染症予防資材：１式

健康福祉課

2
新型コロナウイルス感染
拡大防止事業
（R2補正）

・町民の感染拡大防止のために必要な資材の購入や注意喚起
のための感染予防ハンドブックの購入

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の確
保

R2.4.1 R3.4.26 5,954,258 5,954,258

・町民の感染予防や健診時の感染予防のため、マスク、手指
消毒剤を購入した。
・また、感染症注意喚起のためのハンドブックを購入し、全
戸へ配布した。

・感染症予防のための資材を整備することに
より、健診時等の町民の安全安心につながっ
た。
・また、感染症予防ハンドブックを全戸に配
布することにより、町民の注意喚起が図られ
た。

【事業効果】
・感染症予防資材：１式
・感染予防ハンドブックを3,000部作成し、
全戸へ配布

健康福祉課

【役場庁舎】
・役場庁舎内の感染予防のため、クリアパーテーション(10
枚)や加湿器(19台)、サーモマネージャ－(3台)等を購入し
た。
・また、飛沫感染防止のため、総合窓口の改修を行うととも
に、各フロアにビニールシートを設置した。

総務課

【教育施設】
・感染予防資材として手指消毒液を購入し、教育施設へ配布
した。
・配布施設数：13施設
　※保育園(4)、小中学校(7)、高校(1)、給食ｾﾝﾀｰ(1)

こども教育課

【総合センター】
・総合センター内の感染予防のため、非接触式体温計(1台)、
手指消毒液(1式)、アクリルパーテーション(2台)を購入し
た。

まなび交流課

【公民館図書室・移動図書】
・公民館図書室及び移動図書の感染予防のため、非接触式体
温計(1台)及び手指消毒液(1式)を購入した。

まなび交流課

【体育施設（総合運動公園、社会体育館）】
・町内の体育施設（総合運動公園、社会体育館）の感染予防
のため、非接触式体温計(2台)及び手指消毒液(1式)を購入し
た。

まなび交流課

【火葬場】
・火葬場の感染予防のため、防護服(1式)、ゴーグル(1式)、
防護手袋(1式)を購入した。

農林環境ｴﾈﾙｷﾞｰ課

4 防災体制整備事業
・避難所（21箇所）の衛生環境を保つために必要な資材や医
療用テントの整備

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の確
保

R2.4.20 R3.4.15 10,256,290 10,256,290

・町内の避難所(21箇所）の感染予防のため、消毒液(1式)、
マスク(1式)、体温計(20台)等を購入した。
・また、ワンタッチパーテーション(50ｾｯﾄ)や多目的簡易ベッ
ド(20台)、災害・救急用エアテント(1式)等の備品を購入し
た。

・避難所における感染症予防のための資材等
を整備することにより、災害時における、感
染症に配慮した安全安心な避難所運営の体制
整備が図られた。

【事業効果】
・全避難所（21か所）に対し、感染予防資材
を設置

総務課

5
持続化給付金事業（町
単）

・国の持続化給付金の対象にならない、売上が20％以上50％
未満減少した事業者（商工業及び農林業分野）に対して、事
業全般に広く使える資金を給付

【給付金額】
・法人：上限 50万円
・個人：上限 25万円

①-Ⅱ-３．事業継
続に困っている中
小・小規模事業者
等への支援

R2.6.9 R3.4.15 14,880,000 14,880,000

・給付対象者に対して、事業の継続を支援するための給付金
を支給した。

【事業実績】
①商工業者
・給付件数：34件（個人：25件、法人：9件）
・給付金額：10,750,000円
②農業者
・給付件数：35件
・給付金額：4,130,000円

・新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が減少した事業者に対し、事業の継続の
ための給付金を支給することにより、事業継
続の支援ができた。

【事業効果】
・申請のあった全ての事業者に対し、給付金
を支給

いらっしゃい
葛巻推進課
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公共的空間安全・安心確
保事業

3

・公共施設や学校関連施設等における感染拡大防止のために
必要な資材の購入や施設の修繕

【対象施設】
①役場庁舎
②教育施設
　・保育園(４園)
　・小中学校(７校)
　・高等学校(１校)
　・給食ｾﾝﾀｰ(１施設)
③総合センター
④公民館図書室・移動図書
⑤体育施設
　・総合運動公園
　・社会体育館
⑥火葬場

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の確
保

R2.4.20 R3.3.25 3,675,363 3,675,363

・役場庁舎のほか、教育施設等の公共施設等
へ、感染症予防のための資材を整備するとと
もに、役場庁舎内の総合窓口等の改修を行う
ことにより、職員及び施設利用者等の安全安
心につながった。

【事業効果】
・公共施設における感染症予防資材の整備
（対象施設）
　・役場庁舎
　・保育園(４園)
　・小学校(４校)
　・中学校(３校)
　・高等学校(１校)
　・給食センター
　・総合センター
　・公民館図書室
　・移動図書
　・総合運動公園
　・社会体育館
　・火葬場
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6
地域企業経営継続支援事
業

・小売業、飲食業、宿泊業及びサービス業のうち、売上が前
年同月比50％以上減少または休業した事業者であって、今後
売上の50％以上減少が見込まれる中小企業者が支払う家賃の
一部を補助

【対象期間】
・第１期：令和２年４月１日～令和２年９月30日
・第２期：令和２年11月１日～令和３年２月26日

【補助率】
・１事業者１月ごとに上限10万円を最大３か月

①-Ⅱ-３．事業継
続に困っている中
小・小規模事業者
等への支援

R2.6.22 R3.3.15 642,000 231,000

・補助対象事業者に対して、事業者が支払う家賃に対する補
助金を交付した。

【事業実績】
①第１期
・補助件数：5件
・補助金額：462,000円
②第２期
・補助件数：3件
・補助金額：180,000円

※本交付金のほか「地域企業経営継続支援事業」（県補助）
を活用

・新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が減少した事業者に対し、経営を逼迫す
る固定費の1つである店舗又は事業所等の家
賃の一部を助成することにより、事業継続の
支援ができた。

【事業効果】
・申請のあった全ての事業者に対し、補助金
を交付

いらっしゃい
葛巻推進課

7 特産品販売促進事業

・町の特産品の注文（1,500円以上）を受けた町内事業者が負
担する送料に対して補助

【対象期間】
・第１期：令和２年７月１日～令和２年９月30日
・第２期：令和２年11月１日～令和３年１月31日

①-Ⅲ-２．地域経
済の活性化

R2.6.24 R3.5.25 12,830,401 12,830,401

・補助対象者に対して、事業者が負担する送料に対する補助
金を交付した。

【事業実績】
①第１期
・補助件数：19件
・補助金額：5,856,000円
②第２期
・補助件数：20件
・補助金額：6,974,401円

・町の特産品を販売する町内事業者が、町外
の消費者に発送する際に支払う送料に対し助
成することにより、新型コロナウイルス感染
症の拡大により大きな影響が生じている町内
事業者の事業継続を支援し、消費喚起による
地域経済の回復と活性化が図られた。

【事業効果】
・申請のあった全ての事業者に対し、補助金
を交付

いらっしゃい
葛巻推進課

8 プレミアム付商品券事業

・地域通貨である「くずまき商品券」にプレミアムを付して
販売（交付金は、そのプレミアム分に充当）

【事業期間】
・第１期
　販売期間：令和２年７月～９月（３か月）
　利用期間：令和２年７月～10月（４か月）
・第２期
　販売期間：令和２年11月～１月（３か月）
　利用期間：令和２年11月～２月（４か月）

【補助金額】
・商品券加算分（第１期・第２期）
　プレミアム商品券の額面総額の12.5分の2.5に相当する額
・換金手数料（第２期）
　プレミアム付商品券の換金手数料の100分の2を割引いた場
合に相当する額

①-Ⅲ-２．地域経
済の活性化

R2.6.3 R3.5.25 38,628,400 11,826,400

・交付対象団体が実施するプレミアム付発行事業について、
商品券の加算分（プレミアム分）の発行に要する経費及び換
金手数料割引に係る経費に対して補助金を交付した。

【事業実績】
①第１期
・商品券　：12,500円を10,000円で販売
・販売ｾｯﾄ ：10,000セット（完売）
・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分：25,000,000円
・補助金額：24,958,200円
　　　　　　※商品券加算分　24,958,200円
②第２期
・商品券　：12,500円を10,000円で販売
・販売ｾｯﾄ ：5,000セット（完売）
・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分：12,500,000円
・補助金額：13,670,200円
　　　　　　※商品券加算分：12,470,200円
　　　　　　※換金手数料　： 1,200,000円

※本交付金のほか「新型コロナウイルス感染症対策市町村総
合支援事業費補助金」（県補助）を活用

・プレミアム付商品券を発行することによ
り、新型コロナウイルス感染症の拡大により
大きな影響が生じている町内商工業者の事業
継続を支援し、消費喚起による地域経済の回
復と活性化が図られた。

【事業効果】
・プレミアム付き商品券15,000セットを発行
し、完売
・消費喚起効果額：37,500,000円

いらっしゃい
葛巻推進課

9
子育て世帯臨時応援給付
金事業

・国の臨時特別給付金の対象外となる高校生等を養育する世
帯に対して、児童・生徒１人につき10,000円を支給

【対象者】
・85名(78世帯)

①-Ⅱ-４．生活に
困っている世帯や
個人への支援

R2.6.29 R2.9.23 852,891 852,891

・子育て世帯の生活支援のため、対象児童・生徒１人につ
き、10,000円を支給した。

【事業実績】
①支給実績
・支給世帯数：78世帯
・対象者数　：85名
・支給額　　：850,000円
②事務費
・郵便料：2,891円

・新型コロナウイルス感染症の拡大により大
きな影響が生じている子育て世帯に対して、
生活支援ができた。

【事業効果】
・全対象世帯（児童・生徒）に対し、給付金
を支給

住民会計課

10
ひとり親家庭臨時特別給
付金事業

・18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父又は母に対し
て、１世帯につき30,000円を支給

【対象世帯】
・児童扶養手当受給世帯(35世帯)
・遺族年金等受給世帯(８世帯)
・ひとり親医療費助成受給者世帯(２世帯)

①-Ⅱ-４．生活に
困っている世帯や
個人への支援

R2.5.29 R2.8.5 1,350,000 1,350,000

・ひとり親家庭の家計を支援するため、対象世帯１世帯につ
き、30,000円を支給した。

【事業実績】
・給付世帯：45世帯
・支 給 額：1,350,000円

・新型コロナウイルス感染症の拡大により大
きな影響が生じているひとり親家庭に対し
て、生活支援ができた。

【事業効果】
・全対象世帯に対し、給付金を支給

健康福祉課
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11
高齢者等まごころ弁当宅
配事業

・75歳以上の高齢者世帯に対し、見守りを兼ねて月１回弁当
を宅配

【対象者】
・令和２年度中に75歳以上となる、ひとり暮らし高齢者又は
高齢者のみの世帯

【実施期間】
・令和２年７月１日～令和３年３月31日

【委託先】
・社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

①-Ⅲ-２．地域経
済の活性化

R2.7.1 R3.3.31 5,396,657 5,396,657

・弁当の宅配を希望する高齢者世帯に対して、毎月１回弁当
を宅配した。

【事業実績】
・利用登録者数：582人
・宅配回数　　：９回（月１回×９か月）
・配食数　　　：5,062食
・委託料　　　：5,396,657円

・新型コロナウイルス感染症予防の観点か
ら、不要不急の外出を控えている高齢者に対
して、弁当の宅配サービスを実施し、高齢者
世帯の食生活の支援及び健康状態の把握がで
きた。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大に
より大きな影響が生じている町内飲食店の事
業継続の支援ができた。

【事業効果】
・希望する全高齢者世帯に対し、弁当を宅配
・経済効果：4,246,951円(弁当代)
・見守り回数：９回（月１回）

健康福祉課

12 観光誘客事業

・町内の宿泊施設利用した場合に、宿泊費の半額を補助する
とともに、特典として地域通貨である「くずまき商品券」を
贈呈

【対象期間】
・令和２年７月22日～令和３年３月31日まで

【補助率】
・宿泊費助成
　宿泊プラン料金の半額を割引いた額
・宿泊特典助成
　１人１回の利用につき、くずまき商品券1,000円分

①-Ⅲ-２．地域経
済の活性化

R2.7.16 R3.5.21 13,910,000 13,684,724

・町内の宿泊施設利用者に対して、宿泊費を助成するととも
に、宿泊特典助成として「くずまき商品券」を贈呈した。

【事業実績】
①(株)グリーンテージくずまき
　・宿泊費助成　：5,043,000円
　・宿泊特典助成：　910,000円
②(一社)葛巻町畜産開発公社
　・宿泊費助成　：6,502,000円
　・宿泊特典助成：1,455,000円

※本交付金のほか「観光宿泊施設緊急対策事業費補助金（地
元の宿応援割）」（県補助）を活用

・町内の宿泊施設利用者に対して、宿泊費を
助成することにより、新型コロナウイルス感
染症の拡大により大きな影響が生じている町
内宿泊事業者の経営支援と誘客促進による地
域経済の回復と活性化が図られた。

【事業効果】
・宿泊件数：1,122件
・くずまき商品券贈呈による経済効果：
2,365,000円

いらっしゃい
葛巻推進課

13
商工業者感染症対策等支
援事業

・各業界団体が定めるガイドライン等に沿って取組む感染症
対策や飲食店が新たに業態転換（テイクアウトや宅配、移動
販売）に要する経費に対する補助

【対象期間】
・令和２年４月１日～令和３年３月31日

【補助金額】
・１店舗当たり上限　50万円

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の確
保

R2.9.28 R3.3.15 16,455,000 16,455,000

・町内の商工業者に対して、感染症対策や飲食店が新たに業
態転換（テイクアウトや宅配、移動販売）に要する経費に対
する補助金を交付した。

【事業実績】
・申請件数：40件(小売16件、飲食14件、ｻｰﾋﾞｽ10件)
・補助金額：16,455,000円

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
に実施する、業種別ガイドラインに基づいた
対策や、飲食店等における業態転換の一部に
対し助成を行うことにより、町内事業者の事
業継続を支援し、消費喚起による地域経済の
回復と活性化が図られた。

【事業効果】
・申請のあった全ての事業者に対し、補助金
を交付
・感染症対策実施事業者数：40事業者
・業務転換実施事業者：２事業者

いらっしゃい
葛巻推進課

14 飲食店経営支援事業

・町内飲食店で利用できるプレミアム付きの前売り券の販売
（交付金は、前売り券の作成及びプレミアム分に充当）

【対象期間】
・令和２年10月19日～令和３年１月31日まで

【補助金額】
・5,000円の「飲食店応援チケット」を3,000円に割引いて販
売した額（上限　20万円）

①-Ⅲ-２．地域経
済の活性化

R2.10.19 R3.3.25 4,355,580 4,355,580

・交付対象団体が販売した「飲食店応援チケット」の割引い
て販売した額に対して補助金を交付した。

【事業実績】
・交付対象事業者：24事業者
・ﾁｹｯﾄ販売枚数　：19,950枚（500円/枚）
・ﾁｹｯﾄ回収枚数　：19,788枚（500円/枚）
・補助金額　　　：3,957,600円

・「飲食店応援チケット」を発行することに
より、新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り大きな影響が生じている町内飲食店の事業
継続を支援し、消費喚起による地域経済の回
復と活性化が図られた。

【事業効果】
・飲食店応援チケット20,000枚作成し、
19,950枚販売
・消費喚起効果額：9,894,000円

いらっしゃい
葛巻推進課

15 在宅勤務等環境構築事業
・役場職員が在宅勤務や庁舎内でWeb会議・研修等のリモート
ワークをできる環境の整備

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

R2.10.5 R3.1.8 2,262,810 1,912,440

・町の業務継続計画を円滑に実施するための勤務形態とし
て、また、職員のワーク・ライフ・バランスの確立に寄与す
る多様な働き方として、テレワークを積極的に推進するた
め、町役場における在宅勤務環境を構築した。

【事業実績】
①在宅勤務関係
・在宅勤務専用端末(５台)　等
②閉域網関係
・専用回線契約
③Web会議関係
・Web会議用専用端末(1台)
・自立型背景幕(2式)　等

・職員が在宅勤務や庁舎内でのWeb会議・研
修等のリモートワークができる環境を整備す
ることにより、新型コロナウイルス感染症等
の流行時における町の業務継続計画を円滑に
実施するとともに、職員の仕事と子育てや介
護とを両立しやすい、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進が図られた。

【事業効果】
・在宅勤務専用端末：５台
・Web会議用端末等：１式

政策秘書課
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16
地域未来構想具現化調査
事業

・「新しい生活様式」の実現に向け内閣が提唱する「地域未
来構想20」のうち、当町において実現可能な施策の調査

①-Ⅳ-４．公共投
資の早期執行等

R2.9.17 R3.3.12 999,900 999,900

・町の利点を最大限に活かした「テレワーク先進地」を目指
し、新たな町づくりの柱に位置付けることで、少子高齢化、
過疎化、産業の空洞化等の町が抱える様々な課題の解決に向
けた、サテライトオフィスやワーケーション等の導入に向け
た調査・検討を行った。

【事業実績】
・調査・検討内容
　①葛巻町におけるテレワークの現状と課題の整理
　②「テレワーク先進地・くずまき」の目指すまちの
　　姿の検討
　③「テレワーク先進地・くずまき」構築プロジェク
　　ト委員会の設置と実施
・委託料：999,900円

・新型コロナウイルス感染拡大を機にテレ
ワークが普及している状況を踏まえ、「サテ
ライトオフィス」や「シェアオフィス」など
の職場環境の整備や「テレワーク」や「ワー
ケーション」などの新たな働き方を取り入れ
るための情報通信環境の導入について検討す
ることができた。

【事業実績】
・業務報告書の作成

政策秘書課

17
学校保健特別対策事業費
補助金

（学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業）
・町内の小中学校における感染拡大防止のために必要な資材
の購入

①-Ⅰ-１．マス
ク・消毒液等の確
保

R2.8.7 R3.3.5 3,072,000 1,536,000

・町内の小中学校における感染拡大防止のために必要な資材
を購入し、各小中学校へ配布した。

【事業実績】
・低濃度オゾン除菌消臭器(88台)
・非接触型検温・消毒機(16台)
・大型作業扇風機(23台)
・非接触型体温計(3本)
・クリアマウスシールド(40個)

※本交付金のほか「学校保健特別対策事業費補助金（学校再
開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業）」（国補
助）を活用

・町内の小中学校における感染症予防のため
の資材等を整備することにより、児童・生徒
が安全安心に教育を受けられる環境の整備が
できた。

【事業効果】
・小中学校における感染拡大防止資材の整備
（対象施設）
　・小学校(４校)
　・中学校(３校)

こども教育課

18 病院事業会計補助
・葛巻病院内の感染拡大防止を強化するとともに、安全な医
療を提供するために必要な資材の購入
（葛巻町国民健康保険病院事業会計に繰出し）

①-Ⅰ-３．医療提
供体制の強化

R3.3.11 R3.3.30 13,266,000 13,266,000

・葛巻病院内の感染拡大防止を強化するとともに、安全な医
療を提供するために必要な資材の購入費用について、葛巻町
国民健康保険病院事業会計に繰出した。

【事業実績】
・加湿器(15台)
・空気清浄機(34台)

・葛巻病院における感染症予防のための資材
等を整備することにより、安全安心な医療体
制が整備できた。

【事業効果】
・加湿器：15台
・空気清浄機：34台

住民会計課

19
公共交通利用促進対策事
業

・乗合バス事業者の交通系ICカードシステム整備に要する経
費の一部を補助

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

R3.4.1 R3.6.7 369,000 369,000

・乗合バス事業者に交通系ICカードシステム整備に要する経
費に対して、負担金を交付した。

【事業実績】
・対 象 者：岩手県北自動車(株)
・交付金額：369,000円
・対象路線：葛巻線

・乗合バス事業者が整備する交通系ICカード
システムの導入経費を助成することにより、
新たな地域交通体系が整備できた。

【事業実績】
・ICカード利用可能路線：１路線
　※県北バス（葛巻線）

政策秘書課

20 テレワーク環境整備事業
・サテライトオフィスやシェアオフィスなどの職場環境を整
備するために必要な既存施設の改修や通信環境等の整備

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

R3.4.1 R4.3.31 114,999,500 114,999,500

・遊休施設を、サテライトオフィスやシェアオフィスなどが
できる「テレワーク施設」に改修するとともに、「テレワー
ク施設」に必要な通信環境及び備品を整備した。

【事業実績】
①テレワーク施設の整備
・建築工事　　　　　　　・電気工事
・給排水工事　　　　　　・空調設備工事
・取付道路工事　　　　　・外構工事
・家具設置工事　　　　　・通信設備工事
・警備システム設置工事
②テレワーク施設備品等の整備
・ミーティングボード及びタブレット
・電子会議システム
・リモートワークブース、蓄電池、UV-Cライト
・入退館システム及び監視カメラシステム
・什器類（椅子、机）
・無線LANアクセスポイント
・デジタルカラー複合機
・ノートPC、Web会議システム
・家電製品
・除雪機

・「地域未来構想具現化調査事業」の検討結
果を踏まえ、テレワーク施設を整備したこと
により、都市と地域の両方で働く新たなライ
フスタイルの開拓ができた。

【事業効果】
・テレワーク施設の整備：１施設
・テレワーク施設備品の整備：１式

総務課



№ 事業名 事業概要
経済対策
との関係

事業始期 事業終期 総事業費 うち交付金 事業実績 効果・検証 担当課

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効果検証（令和３年度末）

21
ワーケーション受入環境
整備事業

・ワーケーションの受入れのために必要な施設の修繕や感染
症拡大防止のための備品の購入

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

R3.4.12 R3.12.25 1,464,166 1,464,166

・観光拠点施設における利用環境の向上と受入体制の強化を
図るため、通信環境の整備と新型コロナウイルス感染拡大防
止のための備品を整備した。

【事業実績】
①観光拠点施設（グリーンテージくずまき）の通信環境の強
化
・Wi-Fi環境の強化
②感染拡大防止用備品の整備
・非接触型体温検知器(1式)
・非接触式手指消毒用品(1式)
・空気清浄機器(1式)
・飛沫感染防止用品(1式)

・観光拠点施設において通信環境の強化と感
染症予防の備品を整備することにより、ワー
ケーションなどの新たな働き方を取り入れる
ための環境が整備できた。

【事業効果】
・観光拠点施設における通信環境の強化
（対象施設）
　・グリーンテージくずまき

いらっしゃい
葛巻推進課

22
観光拠点施設自転車利用
環境向上事業

・交流人口及び観光消費の拡大を図るため、観光拠点施設に
アシスト（電動）自転車の整備及び観光客や宿泊客等向けの
レンタルサイクルとして活用するために必要な資材の購入

①-Ⅲ-２．地域経
済の活性化

R3.3.25 R3.6.25 1,704,165 1,704,165

・交流人口及び観光消費の拡大を図るため、観光拠点施設に
アシスト（電動）自転車及び啓発資材を購入した。

【事業実績】
・電動アシスト自転車(10台)
・電動アシスト自転車用ヘルメット(10個)
・レンタサイクル用のぼり(1式)

・観光拠点施設にレンタルサイクル用のアシ
スト自転車等を整備することにより、新しい
旅行スタイルの環境が整備され、観光ビジネ
スの展開が促進された。

【事業効果】
・レンタルサイクルの配置
（対象施設）
　・グリーンテージ：５台
　・くずまき交流館プラトー：５台

いらっしゃい
葛巻推進課

23
小中学校情報通信技術環
境整備事業

・文科省が推進する「GIGAスクール構想の実現」に併せて、
分散授業や遠隔授業へ対応できる校内情報ネットワーク環境
の整備

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

R3.6.15 R4.2.7 28,270,000 28,270,000

・GIGAスクール構想の実現のため、町内小中学校における情
報通信ネットワークの環境整備及び教育ICT機器を導入した。

【事業実績】
・タブレット型パソコン(100台)
・プロジェクタ―及びスクリーン(各24台)
・移動式プロジェクター(7台)
・ソフトウェア(各100ライセンス)

・分散教育や遠隔授業ができる校内情報ネッ
トワーク環境と教育ICT機器を整備すること
により、新たな時代に相応しい教育が実現で
きた。

【事業効果】
・小中学校における情報通信ネットワークの
環境整備及び教育ICT機器の整備
（対象施設）
　・小学校(４校)
　・中学校(３校)

こども教育課

296,323,681 266,999,035


