
国庫補助額

（Ｃ）
交付金充当

経費（Ｄ）
起債額

（Ｅ）
その他

（Ｆ）

1 子育て支援課
コロナに負けるなふじかわ赤
ちゃんすくすく応援金

7,500,000 7,500,000 7,500,000 0 R3.4.1 R4.3.31
妊婦75名に支給　
総額　7,500,000円

新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化し、減収が危惧される中
で、出産・育児等の費用の出費が
重なる世帯の経済的支援につな
がった。

2 福祉保健課 疾病予防対策事業費等補助金 358,990 358,990 179,000 179,000 990 0 R3.4.1 R4.3.31
PCR検査実施者：　　　17人
抗原定量検査実施者：　3人

PCR又は抗原検査費用を補助し、検
査を受けやすくすることにより、
安心して施設入所でき新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止を図る
ことができた。

3
福祉保健課
生涯学習課

新しい生活様式による感染症
予防対策事業

465,300 465,300 465,000 300 0 R3.4.1 R4.3.4
保健福祉支援センター内トイレ5か
所蛇口交換、地区集会所33か所蛇
口交換

保健福祉支援センター及び地区集
会所の蛇口をレバー式に交換し、
新型コロナウイルス感染症の拡大
防止を図ることができた。

4 産業振興課
コロナに負けるな富士川町プ
レミアム商品券

76,482,215 76,482,215 76,482,000 215 0 R3.4.1 R4.3.15

販売事務：贈呈分172冊を除いた
29,828冊の販売予定に対し、5/30
から販売を開始し、7/13に完売し
た。

換金事務：総額3億円のうち、換金
額は、2億9873万8千円
換金率は、99.58%

換金が99.58%となり、総額2億9873
万8千円が町内で利用されたことか
ら、地域経済の活性化につなが
り、町内の事業者支援、町民の生
活の下支えができた。

5 福祉保健課
峡南医療センター企業団負担
金事業

274,132,000 274,132,000 56,211,000 15,800,000 202,121,000 0 R3.4.1 R4.3.31
コロナ患者受入者数：　349人
抗原検査人数：　　　1,560人

富士川病院においては、コロナ患
者を受け入れる体制を整え、県内
の他病院に先駆け、山梨県から重
点医療機関として指定され、コロ
ナ患者の受け入れを行ってきた。
また、発熱外来を設置して抗原検
査を実施することで、地域のコロ
ナウイルス感染症拡大防止を図っ
た。

6 生涯学習課 文化芸術振興費補助金 14,740,000 14,740,000 7,370,000 7,370,000 0 R3.4.1 R4.3.4
ホール系統の空調設備の一部であ
るエアーハンドリングユニットの
更新整備

文化ホールの空調設備を改修する
ことで、感染症対策等の安全確保
や更なる室内環境の改善が図られ
利用者が安心して施設利用するこ
とができた。

7 子育て支援課 保育対策事業費補助金 144,800 144,800 72,000 72,000 800 0 R3.4.1 R4.2.25

認可保育所たんぽぽ子どもの家に
対し、感染症予防対策補助金を交
付。
補助対象経費144,800円のうち保育
対策総合事業費補助金72,000円、
地方創生臨時交付金72,000円、一
般財源800円
実績額　147,098円（保育対策総合
事業費補助金72,000円、地方創生
臨時交付金72,000円、一般財源800
円、園単独経費2,298円）
購入品等
・夏用マスク18枚　24,938円
・立体型布マスク25セット 74,500
円
・ハンドクリーム（大小）20個　
47,000円
・振込手数料　660円

屋外保育等実施の際は通気性のよ
い布マスクを利用する事により、
感染防止だけでなく熱中症対策に
もなった。また、感染防止として
手指消毒を頻繁に行っているため
薬用ハンドクリームを使用するこ
とにより、消毒液による手荒れ防
止ケアができた。

R3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　事業効果

(単位:円）

補助対象事業費
（Ｂ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）＋（Ｅ）＋（Ｆ）

・令和3年度に妊娠届を提出した妊婦に対する補助に要する経費
・令和3年4月1日から令和4年3月31日までの妊婦75名×10万円

(新型コロナウイルス感染症流行下における一定の高齢者等への
検査助成事業）
・町内に住所を有し、高齢者施設等への新規入所及び短期入所
をする65歳以上で検査を希望する者でPCR検査に要した額（上
限：20,000円）抗原定量検査に要した額（上限：7,500円）
・PCR：20,000円×16人＝320,000千円、16,500円×1人=16,500
円、抗原定量検査：7,500円×2人=15,000円、7,490円×1人
=7,490円

・保健福祉支援センター5台174,900円、地区集会所33口290,400
円

・町民の家計と生活の支援及び地域における消費喚起を図るこ
とを目的とする富士川町プレミアム商品券事業を実施するため
の経費(総数：30,000冊。販売分：29,828冊(7,000円で10,000円
分を販売)、特定世帯分：172冊）
・登録店舗へののぼり旗等購入経費290,254円、商品券印刷及び
チラシ印刷費5,049,000円、商品券発送及び登録店舗への書類郵
送料133,755円、プレミアム分販売分：594,419枚×150円＝
89,162,850円、特定世帯分：3,057枚×500円＝1,528,500円計
90,691,350円、換金手数料597,476枚×6円=3,584,856円、警備
員委託料120,000円（総事業費はNo.13と合算）

・富士川病院を構成する「峡南医療センター企業団」への負担
金を支出し、コロナ患者を受け入れる環境整備及び関連事業に
対する経費
・富士川町負担金のうち、市川三郷病院借入分を除き、特別交
付税算入額73,223千円、過疎債17,500千円を除く213,868千円の
90％（№9に10％計上）

・文化ホールのホール系統の中央管理方式によるエアハンドリ
ングユニット更新工事　14,740,000円

・認可保育所たんぽぽ子どもの家の保育士等の消毒液による手
荒れ対策費用及び感染症予防対策費用補助金
・夏用マスク1,386円×18枚=24,948円-値引10円=24,938円、立
体型布マスク2,980円×25個=74,500円、ハンドクリーム大2,900
円×9個=26,100円、ハンドクリーム小1,900円×11個=20,900円
・保育対策総合事業費補助金の補助裏72,000円を充当

No. 担当課 事業名
総事業費
（Ａ）

補助対象
外経費

（Ａ）－（Ｂ）

事業開始
年月日

事業完了
年月日

事業経費内訳 事業実績 事業の効果・検証



国庫補助額

（Ｃ）
交付金充当

経費（Ｄ）
起債額

（Ｅ）
その他

（Ｆ）

補助対象事業費
（Ｂ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）＋（Ｅ）＋（Ｆ）

No. 担当課 事業名
総事業費
（Ａ）

補助対象
外経費

（Ａ）－（Ｂ）

事業開始
年月日

事業完了
年月日

事業経費内訳 事業実績 事業の効果・検証

8 産業振興課
富士川町事業者支援応援金事
業

14,614,731 14,614,731 14,614,000 731 0 R3.12.17 R4.3.25

飲食業･宿泊業等
　100,000円×60件=6,000,000円
理美容業･建設業等
　 50,000円×61件=3,050,000円
その他の業種
　 80,000円×69件=5,520,000円

合計　190件　1,457,000円

まん延防止等重点措置及び山梨県
独自の特別協力要請により、外出
等の自粛の影響を大きく受けた飲
食店・宿泊業等に対し、経営を支
援することができた。

9 福祉保健課
峡南医療センター企業団負担
金事業

30,459,000 30,459,000 2,100,000 1,700,000 26,659,000 0 R3.4.1 R4.3.31
コロナ患者受入者数：　349人
抗原検査人数：　　　1,560人

富士川病院においては、コロナ患
者を受け入れる体制を整え、県内
の他病院に先駆け、山梨県から重
点医療機関として指定され、コロ
ナ患者の受け入れを行ってきた。
また、発熱外来を設置して抗原検
査を実施することで、地域のコロ
ナウイルス感染症拡大防止を図っ
た。

10 教育総務課
小中学校修学旅行感染対策事
業

829,305 829,305 829,000 305 0 R3.12.15 R4.3.4

町内全小中学校の修学旅行時にお
ける、バス内の三密回避のため
の、バス増便又はグレードアップ
経費
修学旅行参加者
・小学生　109人
・中学生　140人

バスの増便又はグレードアップを
することによって、車内における
三密回避を図ることが出来、児童
生徒が安心・安全な修学旅行を楽
しむことができた。

11 教育総務課 学校保健特別対策事業補助金 4,555,009 4,555,009 2,238,000 2,316,000 1,009 0 R3.12.15 R4.3.14

教育活動を継続するため、感染症
対策等を徹底する取組、児童生徒
の学びを保障するために必要な経
費
主なものとして、非接触型体温
計、サーモカメラ、空気清浄機、
飛沫防止用ゴーグル、ウェブカメ
ラなど

感染リスクを最小限にしながら、
円滑に教育活動を継続することが
出来た。また、オンラインによる
家庭学習に必要な物品の調達を行
うことで、児童生徒の学びの保証
を行うことができた。

12 福祉保健課
学校行事における抗体抗原検
査キット購入事業

1,492,560 1,492,560 1,492,000 560 0 R4.2.7 R4.3.31
抗原検査を実施するため、検査
キットを1,500人分購入

学校行事に使用するため、各小中
学校に抗原検査キット940人分の配
布を行い、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止を図ることができ
た。

13 産業振興課
コロナに負けるな富士川町プ
レミアム商品券

23,387,000 23,387,000 23,387,000 0 R3.4.1 R4.3.15

販売事務：贈呈分172冊を除いた
29,828冊の販売予定に対し、5/30
から販売を開始し、7/13に完売し
た。

換金事務：総額3億円のうち、換金
額は、2億9873万8千円
換金率は、99.58%

換金が99.58%となり、総額2億9873
万8千円が町内で利用されたことか
ら、地域経済の活性化につなが
り、町内の事業者支援、町民の生
活の下支えができた。

449,160,910 449,160,910 9,859,000 193,017,000 17,500,000 228,784,910 0

・まん延防止等重点措置及び山梨県独自の特別協力要請により
地域経済が影響を受けたことを踏まえ、町の実施する経済対策
に参画する事業者を支援することを目的とする富士川町事業者
支援応援金を交付するための経費
・飲食業･宿泊業等100,000円×60件=6,000,000円、理美容業･建
設業等50,000円×61件=3,050,000円、その他の業種80,000円×
69件=5,520,000円　　
・消耗品費14,614円、郵送料30,117円、事業者支援応援金(申請
件数：190件)14,570,000円

・富士川病院を構成する「峡南医療センター企業団」への負担
金を支出し、コロナ患者を受け入れる環境整備及び関連事業に
対する経費とする。
・富士川町負担金のうち、市川三郷病院借入分を除き、特別交
付税算入額73,223千円、過疎債17,500千円を除く213,868千円の
10％（№5に90％計上）

・修学旅行中、バス内での三密回避のため、バスの増便又は中
型から大型へのグレードアップによる感染防止対策を図るため
の経費
・町内小中学校5校の修学旅行における感染症対策費
・増穂小学校・増穂南小学校 294,485円、鰍沢小学校 66,620
円、鰍沢中学校 468,200円

（学校教育活動継続支援事業）
・学校保健特別対策事業費補助金のうち、学校教育活動を継続
するための感染症対策を徹底し、教職員の教育活動支援と、児
童生徒の学びの安全を保障するための経費
・町内小中学校5校の感染症対策費

・卒業式、入学式など学校行事において、抗原検査を実施する
ための検査キット購入経費
・町内小学校3校、中学校2校での抗原検査キットの購入
・小学校6年生110人、中学3年生141人、新小学校1年生86人、新
中学校1年生113人、保護者、教職員等1,050人
計1,500人分×990円＝1,485,000円　小分用袋7,560円

・町民の家計と生活の支援及び地域における消費喚起を図るこ
とを目的とする富士川町プレミアム商品券事業を実施するため
の経費(総数：30,000冊。販売分：29,828冊(7,000円で10,000円
分を販売)、特定世帯分：172冊）
・登録店舗へののぼり旗等購入経費290,254円、商品券印刷及び
チラシ印刷費5,049,000円、商品券発送及び登録店舗への書類郵
送料133,755円、プレミアム分販売分：594,419枚×150円＝
89,162,850円、特定世帯分：3,057枚×500円＝1,528,500円計
90,691,350円、換金手数料597,476枚×6円=3,584,856円、警備
員委託料120,000円（総事業費はNo.4と合算）

合計


