
コロナウイルス対策と
様々な支援事業を実施

　全ての町民に現金 1 万円を
給付する「さかい活力応援給
付金」を実施しました。町内
にある投票所となっている施
設 15 箇所を利用して給付。
実施にあたっては感染対策を
十分に施し、行いました。ま

国の補助金も活用　

誰でも町民 1 人当たり 1 万円を支給！
さかい活力応援給付金支給　

新型コロナウイルス対策（さかい活力応援給付金）事業　2億 5,056万円

た、両日都合のつかない方を対象に、令和３年１月 29 日ま
での間、役場にて給付を行いました。

その他の新型コロナウイルス
感染症対策の主な支援事業

　 ア プ リ「 ご ち め し 」
（Gigi（ジジ） 株式会社）
を利用した境町子ども食
堂を開始しました。毎日
各店 10 食分のお弁当を
子どもたちへ無料で配
布（現在もお弁当で実施）

国・県の補助金・寄付金も活用　

飲食店の支援×子どもたち食の支援
境町子ども食堂

境町子ども食堂助成事業　940万円

しています。子どもの健やかな成長支援をすることを目的にし
ており、売上が落ち込む町内飲食店の支援にもなっています。

　緊急経済支援対策プロ
ジェクトとして、町の商
店 を 応 援 す る た め、 １
セット１万円で１万２千
円分のチケットが購入で
きる 20％プレミアム付
商品券「さかエール！」

国・県の補助金も活用　1,897万円

境町臨時子ども手当
給付金

プレミアム付き商品券、プレミアム付き飲食券
「さかエール！」を販売

プレミアム付商品券発行事業　2,472万円

を限定 1 万セットを販売しました。境町役場および境町商工
会において販売を開始し好評のうちに完売しました。

境町HPへは
コチラから
⬇⬇⬇

テイクアウト支援事業についてのお問い合わせは➡境町役場　まちづくり推進課　☎0280-81-1314

定価の半額！

参加店舗増加
中！

境町
テイク

アウト支援

町内
飲食店48店舗でお弁当販売

店舗で店舗で

詳しくは裏面をご覧ください。

半額
お弁当
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　6/30㊋まで各店限定 15食！

※お弁当の種類及び販売状況は、各店舗に直接お問い合わせください。
※1000円を超えるお弁当は半額になりません。　※事前に予約が必要な店舗もありますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。

1000円のお弁当が500円！ 600円のお弁当は300円！

半額テイクアウト

　コロナの影響を受けて、売
上げが減少している飲食店を
支援し、三密を避け、店内飲
食ではなくテイクアウトを推
奨するために行いました。1
食 500 円を上限に半額補助
し、テイクアウト弁当を販売

国・県の補助金も活用　

コロナ禍の飲食店を支援！
テイクアウト弁当支援事業

町内飲食店テイクアウト支援事業　1,833万円

しました。

　新型コロナウイルス感
染症の影響により落ち込
んだ消費の早期回復及び
家に引きこもりがちな高
齢者と子育て世帯を支援
するために、18 歳以下
と 65 歳以上の方に町の

国・県の補助金も活用　

子育て世帯と高齢者を支援！
さかいまち地元応援券発行事業

さかいまち地元応援券発行事業　2,934万円

商店街で使える3,000円分の「さかいまち地元応援券さかエー
ル！」を配付しました。

　臨時休校等でオンライ
ンで学習できる環境を整
えるため、タブレット端
末や境町独自の支援とし
て、Wi-Fi 環境が整備さ
れていない方へ、Wi-Fi
ルーターを貸し出しまし

国の補助金も活用

自宅でもオンラインなどで学習できる環境を
整備！Wi-Fi ルーター貸与は境町独自事業

小中学生オンライン学習支援事業　2,161万円

た。ICT 環境を整え、国や県などの様々な機関から提供され
ている学習コンテンツの紹介も行っています。

食べて！ 買って！ 使って！

８月上旬
販売開始

さらに！
65歳以上
18歳以下（※）

の町民の方に
※18歳以下は勤労者を除く

境町新型コロナウイルス対策緊急経済支援対策プロジェクト

境町のお店を応援しよう！

発行総額

発行総額3,400万円

10,000円で 使える！
20％
おトク

限定１万セット !!

詳細は追って境町広報誌や、境町公式 HPでお知らせします。

地元商店で使える商品券

プレミアム付商品券
プレミアム付飲食券

さかエール！さかエール！

1億2,000万円

さかいまち

地元応援券 3,000円分
配布します !!

使える！使える！使える！円で12,000円分

第１弾
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町の人口と世帯数　※令和２年 6月１日現在の常住人口（前月比）
■総人口 24,118 人（-1）　■男性 12,275 人（+11）　■女性 11,843 人（-12）　■世帯数 8,831 世帯（+13）
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国の補助金も活用

2,534万円町単独事業

住民向けマスク販売用
マスク購入

2,424万円国の補助金も活用

学校給食費の一部無償

90万円国の補助金も活用

境町臨時子ども手当給付金
（特例給付分）の支給

30万円

自宅にエアコンのない高齢者世
帯に冷房機購入時 5万円を助成
国の補助金も活用

284万円国・県の補助金も活用

境町飲食店等新型コロナウイ
ルス感染症再拡大防止事業

151万円

�境町中小企業支援ふるさと
納税返礼品開発補助事業
県の補助金も活用

4,318万円

オールいばらきマスク
インナープロジェクト
企業版ふるさと納税
ふるさと納税型クラウド
ファンディングも活用

1,130万円国の補助金も活用

町内全小中学校にAI
サーモカメラ設置

40万円町単独事業

妊婦向け不織布マスク
配付

1,582万円国の補助金も活用

全世帯へのマスク配布

357万円

18 歳以下の子育て世帯へ
コシヒカリ5㎏支援
国の補助金
ふるさと納税も活用

スピード重視！
境町で実施した感染対策

137万円
国・県の補助金
クラウドファン
ディング等活用

バス事業者等支援プレ
ミアムクーポン券事業

45万円

医療相談・体調相談アプリ
LEBER（リーバー）の提供
国の補助金も活用 120万円国の補助金も活用

帰省自粛の若者応援事業

コロナウイルス感染が広
がりつつあった昨年 3

月に、町はいち早く町民の
皆さんが新型コロナウイル
ス対策に取り組みやすいよ
うに感染拡大防止のための
支援事業を行いました。
　身近に取り入れやすい、
マスク着用や手指消毒など
の感染対策は、商品が品薄
になり手に入れにくい状況
になりましたが、町はマス
クや消毒液の無料配布など
を行いました。
　現在、ワクチン接種も確
実に進んでいますが、まだ
まだ感染収束は見えない状
況です。今後もマスク着用
や消毒など、自身でできる
感染予防対策の徹底をお願
いします。

感染拡大時期に行った感
染拡大防止のための町の
取り組み例 保育園、福祉施設等への

マスクの配布

全世帯へのマスク配布

3/12・3/13

消毒液を無料配布

4/19・4/25

4/14 ～ 4/19
郵送による教科書配付
インナーマスクの配付

4/22
オールいばらきマスク
インナープロジェクト

妊婦向けマスク配付

4/23 ～

3/3・3/6・3/26

布マスク及びマスク
インナー配布

5/9・5/10

5/24

5/15 ～ 5/17
住民向けマスク販売

消毒液を無料配布

＜R2.3 月～ 5月までの例＞

次ページからコロナ
対策事業以外について
報告します。

コ
コロナ対策

コ
コロナ対策

令和２年度  主な事業

2021.9-10 Sakai town 2021.9-10 Sakai town 2021.9-10 Sakai town 2021.9-10 Sakai town 77 66

令和 2 年度に実施した

主な事業
住民から
選ばれる
まちづくり

このページでは
新型コロナウイルス
対策のための町の取
組を紹介します

商工
観光

防災
安全

教育
充実

子育て
支援

公共
交通

コロナ
対策

お金はどう
してるの？どんな事を

してるの？


