
No. 事業名 事業概要 事業始期 事業終期
総事業費

（円）

交付金充当額

（円）
事業経費内訳 事業の効果検証 所管課

1 家計急変学生等支援事業

コロナ禍によりアルバイトができず通常の学生生活を送るこ

とが困難になっている町出身で町外に住む学生を支援するた

めに町の特産品を詰め合わせた生活支援物資の支給する。

R2.9 R2.12 655,844 655,000 委託料　  　　　655,844円
対象学生47名に一人当たり10,000円相当の地

元産品を送ることで生活支援に寄与した。
地域未来課

2
新型コロナウイルス対策

支援商品券事業

町内の家庭を支援することを目的として、全住民に町内で使

用可能な5,000円分の商品券を配布する。（第1回目）
R2.4 R2.12 19,546,994 19,546,000

消耗品費 　　   　68,299円

通信運搬費　  　123,995円

印刷製本費　  　128,700円

補助金　 　   19,226,000円

商品券を配布することにより、町民の生活支

援及び町内での消費拡大による事業者支援に

寄与した。

住民生活課

3
新型コロナウイルス対策

支援商品券事業

町内の家庭を支援することを目的として、全住民に町内で使

用可能な5,000円分の商品券を配布する。（第2回目）
R2.6 R2.12 19,423,456 19,420,000

消耗品費　　    　14,588円

通信運搬費　  　117,068円

印刷製本費　  　153,300円

補助金　   　 19,138,500円

商品券を配布することにより、町民の生活支

援及び町内での消費拡大による事業者支援に

寄与した。

住民生活課

4 感染予防事業
新型コロナウイルス感染予防対策として空気清浄機やマス

ク・消毒液等を購入する。
R2.6 R3.1 1,594,808 1,594,000

消耗品費　　      684,338円

備品購入費　      910,470円

公用・公共施設で消毒等の対策を適切に実施

することにより、安定した行政サービスの提

供と新型コロナウイルス蔓延防止対策に寄与

した。

環境保健課

5 町内事業者支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響等によって、売上が前年同

月比30％以上減の町内事業者に対して一律50,000円補助す

る。

R2.7 R3.3 7,200,000 7,200,000 補助金　　   　7,200,000円

感染症拡大の影響を受けて売上が減少する中

で、町内事業者の事業継続支援を行うことが

できた。

産業振興課

6
イノブータン王国プレミ

アム商品券

新型コロナウイルス感染症による町内商工会加盟店の売上減

少対策として、商工会加盟店で利用できるプレミアム商品券

のプレミアム分を支出する。

R2.7 R3.3 20,332,140 20,332,000 補助金　　     20,332,140円
町内の消費を喚起することで町内事業者の経

済支援および町民の生活の支援に寄与した。
産業振興課

7
観光用パンフレット整備

事業

アフターコロナの観光事業を回復するため、観光パンフレッ

トを作成する。
R2.6 R3.9 1,083,500 1,083,000 印刷製本費　   1,083,500円

新たに観光パンフレットを作成することで、

アフターコロナを見据えたプロモーションを

実施することができた。

産業振興課

8 避難所整備事業
避難所における感染症拡大防止対策のため、避難所における

避難者の分散を行うため避難所備品を整備する。
R2.7 R3.9 5,452,700 5,452,000 備品購入費　   5,452,700円

避難所備品を整備することで災害時に避難者

を分散させることができるようになり、今後

避難所を開設した際における感染症予防対策

を図ることができた。

防災対策室

9 学校保健特別対策事業
学校における感染症対策としてマスクや消毒液等の購入支援

を行う。
R2.6 R3.1 233,267 230,000 消耗品費　　　   233,267円

マスクや消毒液等を購入し、感染症予防対策

の徹底を図ることができた。
教育総務課

10
GIGAスクール端末導入事

業

国が進めるGIGAスクール構想に係る1人1台PC端末の実現の

ため、小中学校にPC端末を購入し設置する。
R2.6 R3.3 6,693,000 3,723,000 備品購入費　　6,693,000円

GIGAスクール構想の実現に向け、オンライン

学習の環境整備をすることができた。
教育総務課

11
新型コロナウイルス対策

支援商品券事業

町内の家庭を支援することを目的として、全住民に町内で使

用可能な10,000円分の商品券を配布する。（第3回目）
R2.7 R2.12 38,474,419 38,473,000

消耗品費　　　      37,493円

燃料費　　　    　    5,714円

通信運搬費　   　124,062円

印刷製本費       　224,150円

補助金　   　  38,083,000円

商品券を配布することにより、町民の生活支

援及び町内での消費拡大による事業者支援に

寄与した。

住民生活課
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12 事業者連携観光推進事業
町内事業者が連携した観光プロモーション企画の策定と事業

を実施し効率的な経済循環を喚起する。
R2.7 R3.3 20,114,409 20,114,000 補助金　　     20,114,409円

観光客を誘致する企画を実施することによ

り、コロナ禍で売上が厳しくなっている町内

事業者支援に寄与した。

産業振興課

13 避難所トイレ整備事業

コロナ対策として避難者が直接手で接することが多い便座を

抗菌仕様の洋式便座に改修することで接触感染の防止を図

る。加えて和式便座に比べ使用後の便座清掃が安易となり、

清潔な状態を保つことができる。

R2.7 R3.9 5,564,700 5,563,000 工事請負費　   5,564,700円
避難所としての機能を担う集会施設等の感染

拡大防止策の強化を図ることができた。
防災対策室

14
移住・定住促進パンフ

レット作成事業

ウィズコロナの観点やアフターコロナを見据えた、関係人口

の創出や拡大を盛り込む移住定住促進パンフレットの作成を

する。

R2.7 R3.2 597,300 597,000 印刷製本費　　  597,300円

新たに移住定住促進パンフレットを作成する

ことで、アフターコロナを見据えたプロモー

ションを実施することができた。

地域未来課

15 マスク購入配布事業
感染症対策として、洗い替えのできる布製マスクを町内小中

学生一人あたり３枚購入し配布する。
R2.7 R2.8 245,025 245,000 消耗品費　　  　245,025円 児童生徒の感染症予防対策に寄与した。 地域未来課

16
学校保健特別対策事業補

助金

サーモグラフィー、空気清浄機や配膳室へのスポットクー

ラーの配置、消毒液等の消耗品の購入、学校施設の消毒等を

実施する。

R2.7 R3.3 2,854,549 1,400,000
需用費　　  　　301,114円

備品購入費　   2,553,435円

公用・公共施設で消毒液等の感染防止物品の

購入により、感染拡大防止策の強化を図るこ

とができた。

教育総務課

17
公共施設抗菌・抗ウイル

ス化事業

公共施設等にウイルス不活化コーティングを行い、ウイルス

や細菌の感染のリスクを軽減させる。
R2.9 R3.3 6,386,490 6,386,000 委託料　　   　6,386,490円

公共施設及びコミュニティバス等にウイルス

抗菌抗ウイルス加工を施すことで、感染予防

と安心して利用できる環境整備を図ることが

できた。

地域未来課

18
感染症対策除菌機器等設

置事業

新型コロナウイルスや感染症などの一次対応に除菌能力を有

する空気清浄機を購入設置する。
R2.9 R3.1 7,899,100 7,898,000 備品購入費   　7,899,100円

公共施設内の感染拡大防止策の強化を図るこ

とができた。
環境保健課

19
すさみ町小企業等資金利

子補給事業

町民金融金庫から小企業等経営改善資金借り入れの小企業者

等に対し、町が予算の範囲内で借入金返済利子補給の支援を

行う。

R2.9 R3.3 7,280,911 7,280,000
負担金　　   　1,280,911円

基金積立金　   6,000,000円

売上が減少し、厳しい経営状況に置かれてい

る町内小企業者等に対して、経営支援及び事

業継続に必要な資金を融通することができ

た。

産業振興課

20 医療機器等整備事業
新型コロナウイルス感染症対応施策として、国保すさみ病院

必要備品購入（病院事業会計へ繰り出し）
R2.9 R3.2 8,535,170 8,535,000 補助金　　   　8,535,170円

感染症対策備品を購入することにより、病院

内の感染予防対策に必要な整備を図ることが

できた。

環境保健課

21
多世代交流施設供用ス

ペース整備事業

新型コロナウイルス感染症対策として、多世代交流施設にお

ける供用スペースの密を避けるためパーテーション等を設置

する。

R2.9 R2.12 578,930 578,000 備品購入費　   　578,930円
多世代交流施設における感染予防と安心して

利用できる環境整備を図ることができた。
社会教育課

22
修学旅行等特別活動補助

金

コロナ禍により修学旅行等が実施またはキャンセルとなった

場合、例年より保護者の負担費用が大きくなることから負担

増となる部分を町が負担する。

R2.9 R2.11 676,116 676,000 負担金　　　　   676,116円

修学旅行のバスを中型バスから大型バスへの

変更やバスを１台から２台へ増やすことによ

り、密を回避し児童生徒が安心して参加でき

る環境を整備することができた。

教育総務課

23 避難所設備整備事業

新型コロナウイルス感染症対策として、避難所における接触

感染を防ぎ衛生環境を保つための設備・備品等を整備し感染

予防を図る。

R2.9 R4.3 31,412,086 31,004,000
工事請負費　　1,002,430円

備品購入費 　 30,409,656円

避難所設備や備品を整備することで、避難所

内における感染症拡大防止策の強化を図るこ

とができた。

防災対策室



24 救急用防護服購入事業 救急隊員出動時の防護服を購入する。 R2.9 R3.9 750,750 750,000 需用費　　　　　750,750円

新型コロナウイルス感染症（疑い含む）救急

事案に出動する救急隊員が着用する感染防止

衣を配備したことにより、コロナ禍における

救急業務体制の強化を図ることができた。

防災対策室

25
アフターコロナ観光推進

事業

アフターコロナを見据え、ソーシャルディスタンスを保った

屋外観光事業の推進およびテレワーク環境整備する。
R2.9 R3.5 33,687,303 33,654,000

修繕費　　　  22,495,000円

備品購入費　  11,192,303円

アフターコロナを見据えた新たな観光事業の

施設整備及びテレワーク環境整備を実施する

ことができ、今後の町内観光業の活性化を図

ることができた。

産業振興課

26 登記異動情報電子化事業

現状は、紙ベースでの登記異動情報を法務局から受け取り

データを手入力しているが、接触の機会を減らしウイルス感

染のリスクを下げるために電子媒体での情報を受け取れるよ

う機器等の整備を行う。

R2.12 R4.3 5,489,000 5,489,000 委託料　　　    5,490,000円

これまで対面でやり取りしていた事務が電子

媒体となったことにより、接触の機会が減っ

たため感染症予防対策に寄与した。

税務課

27
学校保健特別対策事業費

補助金
学校における感染症対策として消毒液等を購入する。 R2.6 R3.3 91,673 35,000 需用費　　　　　  91,673円

マスクや消毒液等を購入し、感染症予防対策

の徹底を図ることができた。
教育総務課

28
GIGAスクール通信環境整

備事業

国が進めるGIGAスクール構想に係る通信環境整備の継ぎ足

し単独事業分。
R2.6 R3.3 589,600 385,000 備品購入費　　　589,600円

GIGAスクール構想の実現に向け、オンライン

学習の環境整備を図ることができた。
教育総務課

29
公立学校情報機器整備費

補助金
国が進めるGIGAスクール構想に係る通信装置整備。 R2.6 R3.3 123,090 53,000 備品購入費　　　123,090円

GIGAスクール構想の実現に向け、オンライン

学習の環境整備を図ることができた。
教育総務課

30
道の駅すさみテラス間仕

切り設置修繕事業

道の駅すさみのレストラン内部の密をさけるため、テラス部

分を間仕切りし飲食スペースを設置する。
R2.12 R3.5 7,000,000 7,000,000

需用費　　　　6,000,000円

備品購入費　　1,000,000円

施設内のレストラン利用者の密集を避け、感

染症予防対策の強化を図ることができた。
地域未来課

31
学校保健特別対策事業費

補助金

（感染症対策のためのマスク等購入支援事業）

学校における感染症対策としてマスクや消毒液等の購入をす

る。

R3.3 R4.3 1,905,847 866,000
需用費　　　　   647,807円

備品購入費　　1,258,040円

マスクや消毒液等を購入し、感染症予防対策

の徹底を図ることができた。
教育総務課


