
１．感染拡大防止策と医療提供体制の整備　〔４０,７３７千円〕

No, SDGs 事業名 事業概要 事業費（千円）

1 新型コロナウイルス感染症町民情報提供事業
　新型コロナウイルス感染症予防及び拡大防止のため、広報紙やチラシにより、町民への情報提供を行う。
　・広報紙やチラシの配布、看板の設置

1,000

2 避難所衛生環境整備事業
　避難所の衛生環境を保つため、マスク、消毒薬等の資機材を避難所に備蓄する。
　・マスク、消毒液、ハンディ型サーマルカメラ、個室化用テント等の購入

11,386

3 図書館活動パワーアップ事業

　除菌対策と、在宅で過ごす時間を少しでも有意義に過ごしてもらい、外出抑制につなげるため、図書館の蔵書を増やし、さらに、配送
による貸し出し等読書環境の充実を図る。
　・図書、除菌ボックスの購入
　・障がい者や妊婦等に対する配送による図書貸し出し

6,000

4 継続的医療提供体制支援事業
　感染症拡大時においても、町民に適切な医療機会が提供できるよう、医療機関に対し医療用資材を確保する。
　・Ｎ95マスク、消毒液、医療用ゴーグル、フェイスシールドの配付

7,429

5
新型コロナウイルス感染症対策
「学びと育ちのサポート事業」

　小中学校の臨時休業が長期間に及び、家庭学習を余儀なくされている児童・生徒に対し、自宅での活動・学習を支援するため、図書
カードを配布する。
　・図書カード約2,950枚の配付

14,922

小計 40,737

２．雇用の維持と事業の継続　〔７５,５７６千円〕

No, SDGs 事業名 事業概要 総事業費（千円）

6
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支
給事業

　特措法による休業要請等に応じた事業者に対し、協力金30万円を支給する。
　・休業要請等に応じた160事業者を想定

48,035

7 事業継続支援金支給事業
　消費活動自粛等に伴う売上（令和2年2月～12月まで）の急減により、経済的な打撃を受けた店舗等に対して、事業の継続を支援する
ため、支援金10万円を支給する。
　・売上が20％以上減少した100事業者を想定

10,549

8
ひとり親家庭・妊婦等への生活支援臨時給付
金事業

　家計の急変やパート等の収入減によって生活が困窮しているひとり親家庭等の児童・生徒・学生等の学習や生活の支援及びストレス
を抱えやすい妊婦の心への気遣いや生活を支援するため、給付金3万円を支給する。
　・生活が困窮しているひとり親家庭及び妊婦等、約538世帯を想定

16,570

9 健康づくり事業「家トレ30」
　外出自粛の影響による健康状態の悪化を予防するため、筋力保持の運動を実践した町民に図書券を贈呈する。
　・実践した町民約800人に対し、500円の図書券を贈呈

422

小計 75,576
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３．官民を挙げた経済活動の回復　〔３０,１００千円〕

No, SDGs 事業名 事業概要 総事業費（千円）

10 観光・シティプロモーション活動事業

　地域振興や観光振興の再構築に向けて、さらなる関係人口の拡大や集客力の強化を図るため、各種媒体を利用したシティプロモー
ション及びイベントを実施する。

シティプロモーション推進事業
　・Ｗｅｂや新聞雑誌を活用したプロモーション活動、チラシパンフレット等の作成
「花のまち柴田」秋冬イベント支援事業
　・軽トラガーデンやハーバリウム教室、イルミネーションなどのイベントを開催

12,500

11 里山の魅力の磨き上げ事業

　槻木地区に、ゆずの近縁種である酢橘（すだち）や香母酢（かぼす）の新たな香酸柑橘類の農園を整備し、地域の魅力と生業づくりを
行う。また、柴田町里山ビジネス振興協議会のウェブサイトを立ち上げ、里山の魅力を発信するとともに、新商品メニュー等の開発を行
う。

集落ビジネス推進事業
　・酢橘や香母酢、ゆずと合わせた収穫体験や、地域の醸造酢会社のフルーツ酢新商品開発への原料提供
里（さと）とまちをつなぐビジネスプロジェクト事業
　・里山の情報の発信、直売所（農家）と町内事業者との販売マッチング
　・町内飲食店との共同による柴田産野菜メニューの開発と提供等

1,700

12 花いっぱいしばた応援事業
　需要が落ちた花卉・鉢花農家の所得を確保するとともに、切り花、鉢花の需要の喚起と“花のまち柴田”のPRを行うため、花のお届け
や「窓辺の花」即売会を行う。
　・切り花、鉢花、ハンキングバスケット等の購入及び即売会の開催

2,150

13 公共施設等管理維持体制持続化事業

　閉館及び休業が実施された船岡城址公園と太陽の村の再開後における施設来訪者の安全性や快適性を確保するため、環境整備や
感染防止対策を行う。
　・施設の消毒体制の強化
　・施設空間の安全安心や快適性を確保するための整備等

8,650

14 公共施設等利用者拡大支援事業

　閉館及び休業が実施された船岡城址公園と太陽の村の来客数及び売上額の増加を図るため、利用者拡大事業を行う。また、学生を
雇用して学業継続支援を行う。
　・柴田町観光物産協会が行う3割増利用券3,000枚の販売や産直市の開催を支援
　・大学生を雇用しての学業継続支援

5,100

小計 30,100

４．強靭な経済構造の構築　〔５２,７９５千円〕

No, SDGs 事業名 事業概要 総事業費（千円）

15
「ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた
児童生徒1人1台端末」整備事業

　学校の臨時休業等の緊急時においても、ＩＣＴの活用により切れ目ない学びを支援するため、パソコン又はタブレットを購入し、児童生
徒１人１台端末の早期実現を図る。
　・小学校低学年を対象としたパソコン又はタブレット951台、モバイルルーター1,000台の購入

52,795

小計 52,795
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１．家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応分　〔１３１,０９８千円〕

No, SDGs 事業名 事業概要 事業費

16 家賃支援給付金上乗せ支援事業

　自粛要請が行われたことにより、売上が大きく落ち込んだ事業者に対し、国の家賃支援給付金を補完する形で家賃の一部を上乗せ補
助し、事業の継続を支援する。
（１）家賃補助　月額家賃の1/3の6倍（6か月分）を補助（約100件を想定）1か月の補助限度額　50,000円
　　　　　　　　（最大300,000円限度）
（２）通信運搬費
（３）振込手数料
（４）会計年度任用職員報酬

30,661

17 持続化給付金上乗せ支援事業

　自粛や休業要請により、売上や利益が減少するなど業況が悪化し、国の持続化給付金を受けた事業者のうち、不足分を補てん出来な
かった事業者に上乗せ補助し、事業の継続を支援する。
（１）持続化給付金上乗せ支援金　上限100,000円（約350件を想定）
（２）通信運搬費
（３）振込手数料

35,089

18
社会生活サポート事業者経営・雇用継続応援事
業

　新型コロナウイルス感染症に対応する医療や介護・障がい、保育サービスの持続的な提供体制の確保や自粛要請に伴い経営が悪化し
た公共交通機関の安定的な運行の確保を支援する。
　●事業所交付　　１施設当たり　職員1人 50,000円、職員10人まで 100,000円
　　　　　　　　　　職員数加算　＋10人まで 50,000円、＋20人まで 100,000円と職員数によって加算
　●従業者慰労金　１人当たり 20,000円（フルタイム）、10,000円（パート）
（１）医療サービス事業者支援（50事業者を想定）　 　　　　　　①給付金　　②通信運搬費　　③振込手数料
（２）介護サービス事業者支援（30施設20事業者を想定） 　　　　①給付金　　②通信運搬費　　③振込手数料
（３）障がいサービス事業者支援（18施設8事業者を想定）　　　  ①給付金
（４）幼児教育保育サービス事業者支援（14施設12事業者を想定） ①給付金　　②通信運搬費　　③振込手数料
（５）幼児教育保育従事者慰労金（150人を想定）　　　　　　　　①従事者慰労金
（６）交通事業者支援（3事業者）　　　　　　　　　　　　　　　①給付金　　②通信運搬費　　③振込手数料
（７）交通事業従事者（42人を想定）　　　　　　　　　　　　　 ①従業員慰労金

18,485

19 緊急小口資金利用者家計支援事業

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、失業や休業、パート収入減により家計や事業経営が急変し、緊急小口資金を借りた利用者を
支援する。
（１）小口資金貸付利用者支援金　利用者1人 1回 50,000円（約150人を想定）
（２）通信運搬費
（３）振込手数料

7,560

20 就学援助費受給認定者家計支援事業

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている準要保護の認定を受けている世帯を支援し、児童生徒の就学を援助する。
（１）準要保護認定を受けた児童生徒がいる世帯（一人親世帯は除く）　1世帯 20,000円（約66世帯を想定）
（２）通信運搬費
（３）振込手数料

1,334

21
新型コロナウイルス感染症予防在宅介護・障が
いサービス利用者応援事業

　新型コロナウイルス感染症により重症化リスクが高い介護高齢者や障がい者が安心してサービスを受けられるよう、継続して感染防
止対策を行うため支援金を支給する。
（１）介護認定ケアプランを作成された者及び在宅障害サービスの認定を受けた者　1人 20,000円（約1,165人を想定）
（２）通信運搬費
（３）振込手数料

23,788

22
学校における新型コロナウイルス感染症対策事
業

　教員が本来の学習指導に専念できるよう新型コロナウイルス感染症防止対策及び感染拡大により影響を受ける就学旅行に係るキャン
セル料と学校給食休止に伴う材料費について対策を講じるもの。
（１）学校施設の消毒　　　①報酬等　　②消毒液等資材費購入費
（２）修学旅行のキャンセル料（中学生分）
（３）学校給食休止キャンセル料

8,850

23 地域公共交通運行体制維持確保支援事業

　新型コロナウイルス感染症対策として要請された外出や県外移動の自粛によって、経営に大きな影響を受けている阿武隈急行の運行
体制を維持し、地域の足を確保するために、宮城・福島両県及び沿線5自治体により支援する。
（１）定時定路線・生活維持支援金　　　①補助金等
（２）利用促進事業　　　　　　　　　　①フリー切符等の購入

5,331

小計 131,098
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２．「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応分　〔２６８,５０４千円〕

No, SDGs 事業名 事業概要 総事業費（千円）

24 公共的施設等の安全安心確保対策事業

　公共的施設など、社会生活維持のために必要な施設における新型コロナウイルス感染症リスクの削減を図るため対策を実施する。
（１）図書館受付へのパーテーションの設置
（２）図書館　①トイレ・手洗いの自動水栓化　　②照明スイッチの自動作動化
（３）槻木駅、太陽の村（新館、旧館）
　　　①トイレ・手洗いの自動水栓化　　②照明スイッチの自動作動化　　③トイレの洋式化等

30,266

25
快適な創造空間を活用したマイクロツーリズム
推進事業

　３密回避の基本であるソーシャルディスタンスが取りやすい船岡城址公園の中にある観光施設を「新しい生活様式」の実践フィール
ドとするため、心身を癒すガーデン整備と施設の感染防止対策を一体的に行い、快適で居心地の良い空間を創出し、マイクロツーリズ
ムの拠点化を図る。
（１）心身を癒すガーデン整備
　　　①植栽会資材費　　②植栽費　　③ガーデンファニチャーの設置（イス、テーブル、パラソル）
（２）地元の木材等を活用した憩いの空間の整備
　　　①木製ベンチの設置　　②芝生・東屋改修等のオープンスペースの設置
（３）観光物産交流館３密回避対策
　　　①入口ドアの自動化　　②レジへのパーテーションの設置
（４）ガーデンテラス　ティーコンサートの開催
　　　①チラシ作成　②出演者謝金　③アルバイト賃金　④会場設営費　⑤ハーブティ等材料費　⑥警備委託費

13,400

26
ＧＩＧＡスクール構想推進教職員スキルアップ
事業

　ＧＩＧＡスクール構想を着実に実現していくために、教職員がＩＣＴを効果的に活用できるスキルを研くための研修やトレーニング
を行う。
（１）教職員ＩＣＴスキルアップ研修業務委託
　　　①導入機器やソフトウェアの操作研修　②ＩＣＴ活用指導力向上の実践研修　③２１世紀型ＩＣＴ活用応用研修
（２）備品購入

20,000

27 「リモート関係人口」交流・移住拡大事業

　柴田町から遠く離れていても、継続的に様々な形で応援してくれる「関係人口」との関わりを深化させるため、ふる里の魅力や移住
定住情報を発信し、都市と地域との関係性の強化や交流・移住の拡大を図る。
（１）ポストカード等の作成
　　　①デザイン料　　②印刷製本費
（２）雑誌（トランヴェール）広告
　　　①掲載料
（３）Ｗｅｂ用映像制作
　　　①委託料

6,038

28 地域循環型経済元気アップ事業

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた地域経済を立て直すため、１世帯当たり１万円のクポーン券を配布し、町内での消費
喚起の拡大を図る。
（１）商品券　約16,000世帯を想定
（２）商品券チラシ・ポスター等作成費（デザイン料含む）
（３）参加登録店募集経費
（４）通信運搬費
（５）発送事務経費
（６）換金手数料

180,000

29 飲食店及び直売所等利用拡大応援事業

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、特に売上げが落ち込んだ飲食店や直売所等を支援し、また新生活様式の普及により今
後需要が見込まれるテイクアウト店を支援するため、幅広い参加が可能なスタンプラリーを実施し、販路開拓を図る。
（１）里山産直巡りスタンプラリーの実施（16店舗参加予定）
（２）テイクアウト店巡りスタンプラリーの実施（25店舗参加）
（３）バル（飲食店）巡りスタンプラリーの実施（43店舗参加予定）
　　　①チラシ・ポスター・スタンプ台紙・のぼり旗・回収箱等印刷費　②広告宣伝費　③デザイン料
　　　④参加店募集経費　⑤通信費　⑥抽選・景品経費　⑦感染防止対策費　⑧消耗品・雑費等
　　　⑨事業管理者人件費（社員）　⑩事業補助者人件費（アルバイト）　⑪メニュー開発費　⑫コーディネーター費

16,000

30

歩くことからはじめよう、新たな生活。

「歩くまち柴田　-SHIBATALK
シバタルク

-　」

情報発信事業

　街歩き、里山歩きなど、地域の文化や暮らしの営みを再発見しながら楽しく歩くといった「歩くことの魅力」を新たな生活スタイル
の中に浸透させ、多くの人たちが健康増進につなげられるよう、ホームページを通じて情報発信する。
（１）ホームページ　ＳＮＳ構築指導講師謝礼
（２）コンテンツ動画制作のための映像機器の整備
　　　①ビデオカメラ機器　　②編集用ＰＣ
（３）動画アーカイブ整備委託費
　　　①動画撮影・編集　　②研修会
（４）事務費（消耗品費）

2,800

小計 268,504

まちづくり政策課

商工観光課

商工観光課
農政課

健康推進課

担当課

生涯学習課
農政課

都市建設課

商工観光課
都市建設課

教育総務課
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