
1
感染症拡大防止協力金交
付事業

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、県の要請や協力要請に
応じて、R2.4.25～5.6の間、施設の休業や時短営業に協力した中小企業等
に協力金を支給する。

 16,800
（うち本町負担分5,600）

2
新型コロナウイルス感染症
対策中小企業等支援金交
付事業

   新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた（対前年同月で
20％以上売上が減少した）中小企業等の事業継続を支援するために補助
金を交付する。

54,302                     

3
商業地域活性化割増商品
券発行事業補助金交付事
業

   新型コロナウイルス感染症により、大きく落ち込んだ消費を拡大させ、地
域商業の活性化を図るために、割増（3割）の商品券分を丸森町商業協同
組合に補助する。

6,500                       

4 観光情報発信事業
　 新型コロナウイルス感染症により、大きく落ち込んだ観光交流の活性化
を図るために、ラジオ番組制作と観光雑誌への記事掲載を行う。

3,000                       

5 子育て世帯支援事業
　 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支
援する子育て世帯臨時特別給付金に町単独で児童１人１万円を上乗せし
て支給する。

12,300                     

6 住民感染予防対策事業
　 品薄が続いているマスクを全世帯に支給することで、感染の予防と拡大
の防止を図る。

11,823                     

7
社会福祉施設等運営支援
事業

   感染リスクの高い高齢者等に係る社会福祉施設等に対して、マスク・消
毒液を支給することで、感染の予防と拡大を防止する。

4,935                       

8 感染拡大防止事業 　 感染拡大防止のためにサーマルカメラを購入する。 1,229                       

9
抗菌防臭素材マスク供給事
業

　 感染拡大防止のために、町内小中学校の児童生徒に対して抗菌防臭
素材マスクを支給する。

700                         

10 病院事業会計繰出
　 院内感染防止のためにサーマルカメラを導入する病院事業会計へ繰り
出しを行う。

1,760                       

11
避難所等感染症対策（トイ
レ非接触対応）事業

　 感染拡大防止のために、避難所の照明スイッチ及び手洗いを自動化
し、非接触式にする。

5,974                       

12
感染防止対応仮設エアコン
設置事業

　 令和元年東日本台風により延期されていた成人式を８月に実施するに
あたり、感染防止のために密接をさけ、会場を体育館に変更するため、臨
時的に仮設のエアコンを設置する。

1,298                       

13
避難所感染症対策事業（衛
生環境）

　 避難所での感染症対策のため、衛生環境資材（手袋・ガウン・フェイス
シールド・消毒液・ゴミ袋・タオル・吐しゃ物処理セット）を購入する。

1,052                       

14 健康支援事業（体組成計）

　 感染拡大予防のために外出を控えるなど活動量の低下により、筋肉量
等の低下の恐れがあることから、保健事業において体組成計を購入し、体
成分のデータを可視化させることで、生活習慣の改善に向けた意識の向
上を図る。

2,805                       

15
感染症対策用物資受払強
化事業

　 感染症対策で必要とする物資を、最少人数で効率的に受払を実施する
目的で、ローラコンベア及び付属品を購入する。

469                         

16 健康支援事業（リーフレット）
　 新型コロナウイルス感染予防のために外出自粛をしている高齢者に対
しフレイル予防のため、自宅で取り組める運動、口腔ケア等が記載された
リーフレットを配付する。

532                         

17
健康支援事業（健康意識調
査）

　 新型コロナウイルス感染症の発生前後における町民の健康意識の変化
を郵送により調査し、感染症対応時の健康支援の充実を図る。

168                         

18
健康支援事業（健康ポイン
ト）

　 新しい生活様式に基づき、3蜜に配慮した一人ひとりの健康状態に応じ
た運動実践の習慣化を図るために、ウォーキングや筋トレなど健康づくり
運動を実践した町民に記念品を付与する。

166                         

19
保健センター感染症対策
（水道蛇口自動水栓化）事
業

　 保健センターの水道蛇口を自動水栓化することにより、間接接触の機会
を減少させる。

2,310                       

20
感染症対策医療・介護施設
特別支援金交付事業

　 新しい生活様式に対応した医療及び介護サービスの提供体制を維持す
るために、医療機関と介護サービス事業所に支援金を交付する。

6,400                       

21 感染拡大防止事業（備蓄）
 　新型コロナウイルス感染症拡大の第2波・第3波が想定される中、マスク
及び消毒液を購入し備蓄する。

3,376                       

22
保育施設等感染防止対策
事業

 　保育施設・放課後児童クラブの感染防止のために、手洗い水洗の自動
化、便座の開閉自動化に改修する。

8,522                       

23
商工会会費支援金交付事
業

　 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた商工会会員の事業継続
を支援するために、商工会の年会費相当額を支援する。

4,683                       

24
新型コロナウイルス感染症
対策中小企業等支援金交
付事業（第２期）

　 新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた（8‐10月に前年
比で売上20％以上減少）中小企業等の事業継続を支援する。

46,400                     

25
新型コロナウイルス感染症
対策店内等リフォーム補助
金交付事業

　 新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた小売・飲食サー
ビス・生活関連サービス業等の事業継続を支援するために、新型コロナ
ウィルスに対応した新しい生活様式に基づく店舗等改善リフォームに対し
て補助する。

8,026                       

26 商店街活性化応援事業
　 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた商店街の活性化を図る
ため、町内商店街での売り出しセール（10月・年末・年始）に要する経費を
補助する。

2,891                       

Ｎｏ 交付対象事業の名称 事 業 の 内 容
総事業費

（単位：千円）

丸森町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実績一覧
（第一次・第二次・国庫補助事業分）



Ｎｏ 交付対象事業の名称 事 業 の 内 容
総事業費

（単位：千円）

27 町内宿泊事業者支援事業
　 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、町内宿泊客は著しく減少し
ており、宿泊利用者の負担を軽減することにより宿泊者の増加を図るた
め、宿泊費の割引を実施した宿泊事業者に対して補助する。

4,197                       

28
観光誘客・町内消費拡大
キャンペーン事業

　 新型コロナウイルス感染症対応として10/1～11/30の2ケ月間誘客の
キャンペーンを実施し、SNS等で発信するなどキャンペーンへの参加者に
商品券を配布して、町の情報発信と町内での消費拡大を図る。

2,970                       

29 観光情報発信強化事業
　 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の影響により、観光客が著しく減
少している中、ラジオ放送（生放送）により、秋の丸森の魅力を情報発信
し、町内への誘客を図る。

3,000                       

30
国民宿舎あぶくま荘等管理
運営（指定管理）支援金

   新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた国民宿舎あぶく
ま荘等の指定管理者が雇用の維持と管理運営を継続できるよう支援す
る。

59,962                     

31
避難所感染症対策事業（テ
ント型パーテンション等）

　 避難所における新型コロナウイルス感染症対策のために、防災倉庫・テ
ント型パーテーション・段ボールベット・避難所用品を購入する。

30,380                     

32
防災拠点強化（通信機能強
化）事業

　 まちづくりセンターの電話交換設備を改修し、複数の通信回線を利用で
きるようにすることにより、新型コロナウィルス等の感染拡大防止のため
に、災害対策本部等との連絡調整をスムーズに行えるようにする。

987                         

33
防災拠点強化（自家発電設
備）事業

　 まちづくりセンターに自家発電を導入することにより、災害対策本部等と
の通信の確保、空気清浄機等の稼働を可能にし、新型コロナウィルス等の
感染防止を図る。

 18,298
(うち本町負担分12,406)

34 庁舎空気循環適正化事業
　 新型コロナウイルス感染を防ぐため、役場庁舎内の空気循環を適正に
行うための庁舎空調設備の機能を強化する。

12,470                     

35
庁舎感染症対策（施設改修
工事）事業

   令和元年東日本台風対応のために、会議室に災害復旧対策室などが
設置され、会議室が少なくなっており１つの会議室で複数の会議・打合せ
を行うこともあることから、新たに会議室を設けて密集を避ける。

719                         

36
感染拡大防止対策（検温装
置購入）事業

　 町民・職員等への新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、庁舎入
口（３ケ所）に検温装置を設置する。

836                         

37
感染拡大防止対策（飛沫感
染防止）事業

   業務・会議・各種受付時の飛沫感染を防止するため、卓上のアクリル
板、フェイスシールドを購入する。

867                         

38 タブレット端末整備事業
   災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等においても、ＩＣＴの活
用により子どもの学びを保証できる環境を整えるため、町内８小学校及び
１中学校の児童生徒分に１人１台のタブレット端末を導入する。

23,045                     

39 学校通信環境整備事業

　 児童生徒用タブレット端末の１人１台の整備にあたり、学校においてイン
ターネットにストレスなく接続できるようにするため、既存設備に機器等を
追加して整備する。丸森小学校、舘矢間小学校及び丸森中学校の3校は
国庫補助事業により整備するため、それ以外の小学校6校の整備。

1,809                       

40 インターネット環境支援事業
　 収入が少なく家庭でインターネット接続環境のない児童生徒の保護者
に、家庭学習を支援するため貸与するモバイルWifiルータを導入する。

86                           

41 図書館パワーアップ事業
   新型コロナウイルス感染拡大に伴い「新しい生活様式」による在宅時間
の増加に伴い、増加が見込まれる図書貸出しに対応するため、丸森まち
づくりセンター図書室の蔵書の充実を図る。

357                         

42
感染拡大防止事業（ワン
タッチテント）

　 イベント参加者の感染防止対策を行う際に、３密をさけるため屋外に検
温・体調チェック・手指消毒等の場を設定するための屋外テントを購入す
る。

500                         

43 心と体の健康回復事業
   新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛等の影響によりストレ
ス等を抱えた町民に対し、心と体の健康を回復するため、集会所等を利用
した軽スポーツ活動を推進するためのニュースポーツ用具を購入する。

324                         

44 農業等経営持続化支援金

   新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、大きな影響を受けている農林
水産業者に対し、事業の継続及び経営の安定化を図るため、感染症の影
響で売上が前年同月比20％以上減少した農林漁業者に支援金を交付す
る。

5,804                       

45 農業経営継続支援事業
　 新型コロナウイルスの影響を受けている農業の経営継続を支援するた
め、経営継続補助事業（国3/4）の自己負担額（1/4）の半額を補助する。

0
令和３年度へ繰越し

46 畜産経営継続支援事業
　 新型コロナウイルス感染症の影響により、外食やインバウンド（訪日外
国人）需要が減退し、肉用牛の価格が下落している。畜産農家の経営維
持を図るため支援金を交付する。

3,090                       

47 直売所経営継続支援事業
　 新型コロナウイルス感染症拡大防止と経営継続を図るため、町内の直
売所におけるコロナウイルス感染防止対策及び販売促進のための経費を
支援する。

4,000                       

48 雇用確保緊急支援事業
   新型コロナウイルス感染拡大を契機とした地域経済の減速に対応する
ため、失業者の受け入れを行う丸森町森林組合の経費の一部を支援し、
地域の雇用の維持・拡大を図る。

1,754                       

49 林業雇用維持事業
   新型コロナウイルス感染拡大を契機とした地域経済の減速に対応する
ため、町有林の枝打ちを行う場合の事業費に対し、交付金を活用して、地
域の林業雇用の維持・拡大を図る。

9,900                       

50
阿武隈急行線定時定路線・
生活維持支援金

　 外出や県外移動、飲食業の営業自粛要請により、経営に影響が出てい
る中、地域生活の維持のために運行体制を確保した阿武隈急行㈱に支援
する。

 328,000
(うち本町負担分21,190)



Ｎｏ 交付対象事業の名称 事 業 の 内 容
総事業費

（単位：千円）

51
阿武隈急行線利用促進事
業事業

　 コロナウイルス感染症の終息を見据え、阿武隈急行㈱が行う利用促進
を図る企画に対し補助するとともに、利用客の回復を図るために利用促進
策を実施する。

 6,878
(うち本町負担分1,673)

52
阿武隈急行線定期助成事
業

   コロナウイルスの蔓延で激減した阿武隈急行線を利用する学生の再利
用を促し、阿武隈急行線の利用促進を図るために、通学定期購入に係る
費用の２／３を補助する。

2,658                       

53 臨時特別出産給付金事業
　 特別定額給付金事業の対象とならなかった、令和2年4月28日以降に出
生した子どもに対し臨時特別出産給付金を給付する。

3,800                       

54
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）

   学校等再開にあたり、集団感染のリスクを避け、児童生徒が安心して学
ぶことができるように、消毒薬や手袋等を購入し環境を整備する。

 286
(うち本町負担分128)

55

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)

　 新型コロナウイルスの感染リスクを最小限にしながら、十分な教育活動
を継続するため、感染症対策として町内8小学校及び1中学校で使用する
備品や消耗品を購入する。

 1,015
(うち本町負担分508)

56
公立学校情報機器整備費
補助金

   GIGAスクール構想の実現に向けて機器整備を進める中で、GIGAスクー
ルサポーターを配置し教員の研修やセキュリティポリシー、ガイドラインの
策定を行うことにより、学校のICT環境の整備を図る。

 770
(うち本町負担分385)

令和３年度へ1,540繰越

57
新型コロナウイルス感染症
対策持続化給付金（追加
分）

   国の持続化給付金の申請期限が２月15日まで延長となったことに伴い、
町独自で行っていた上乗せ給付金を延長し、事業継続を支援する。（これ
までは県の補助金を活用していたが、「追加分」については臨時交付金を
活用）

1,400                       

58 サテライトオフィス整備事業
   蜜を回避する新しい働き方、テレワークを行う場所としても利用できるよ
う施設環境を整備する。

 3,410
(うち本町負担分1,137)

59 観光船改修費補助
   町観光のシンボル的存在で県内唯一の阿武隈ライン舟下り事業を継続
していくため、老朽化した観光船を改修し、新型コロナウイルス感染症拡
大により減少した観光客の回復を図る。

5,500                       

60
避難所感染症対策事業（ト
イレ洋式化）

   避難所における新型コロナウイルス感染症対策（洋式化で蓋をつけるこ
とにより菌等の飛散を防ぐ）のために、和式トイレを洋式化する。

4,730                       


	実施事業

