項 総務管理費
目 地方創生事業費
目 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費
（単位：千円）
事業名

事業実績額

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

316,062

特 定 財 源
国県支出金
240,257

一 般 財 源

そ の 他

26,508

49,297

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し
地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じて必要な事業を実施することを目的として、交付されまし
た。
◎ 事 業 内 容
新型コロナウイルス対応にかかる国庫補助事業の地方負担と、地方単独事業のそれぞれの所要経費に対し、交付
限度額を上限として交付金が交付されました。町では、当該交付金を活用し、新型コロナウイルスの感染拡大の防
止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活への支援等を通じた地方創生に資する事業として、各種事
業を実施しました。
◎ 事 業 成 果
新型コロナウイルス感染症への対応として、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低減を図るための対策、経済的な打撃を受けた家庭等への生活支援及び事業者に対し
ての事業継続への支援を行い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止、地域経済や住民生活への支援等を通
して地方創生を図りました。

(1) 感染防止策の徹底に向けた対応事業
No,
1

2

事業名
新型コロナウイルス感染
症町民情報提供事業

公共的施設等の安全安心
確保対策事業

コロナワクチン接種にお
3

ける高齢者・障がい者等
交通弱者に対する移動手

事業実績

事業費(千円)

担当課

737

総務課

新型コロナワクチン接種・新型コロナウイル
ス感染拡大防止対策に係る町民向け広報チラ
シを全戸配布した。
公共的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、トイレの洋式
化・手洗い器の自動水栓化等の改修工事を行
った。
・しばたの郷土館トイレ改修工事
4,620 千円
・船迫公民館トイレ改修工事
2,818 千円
・東船岡駅トイレ改修実施設計委託
2,365 千円
・東船岡駅トイレ改修工事
25,514 千円
・総合運動場多目的グラウンドトイレ改修工事
23,100 千円
65歳以上のみの高齢者世帯や障がい者などの
交通弱者が新型コロナワクチンを接種する際
の移動手段として、タクシー券を交付し接種
環境の整備を図った。

生涯学習課
58,437

都市建設課
スポーツ振興
課

1,156

健康推進課

助成額：片道 500 円
利用者：1・2 回目接種 107 名
3 回目接種 234.5 名
消費活動自粛等に伴う売上の急減により経済
的打撃を受け、県の「みやぎ飲食店コロナ対
新型コロナウイルス感染 策認定制度」の認証を受けた町内飲食店に対
症対策実施事業者支援事 して支援金を支給し、感染対策や事業継続へ
の支援を行った。
業
・交付額：1 店舗当たり 10 万円
・交付件数：27 件
段確保支援事業

4

5

学校における新型コロナ
ウイルス感染症対策事業

2,704

商工観光課

273

教育総務課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
修学旅行の行き先変更に伴うキャンセル料を
支出した。

(2) 感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援に向けた対応事業
No,

事業名

事業実績

事業費(千円)

担当課

【ひとり親家庭への生活支援臨時給付金】
生活が困窮した児童生徒等を養育するひとり
親家庭等に給付金を支給し、生活支援を行っ
た。
・児童扶養手当受給対象世帯
ひとり親家庭・妊婦等へ
6

１世帯 3 万円を 669 世帯に給付

の生活支援臨時給付金事 ・特別児童扶養手当受給対象世帯
業

33,348

１世帯 3 万円を 214 世帯に給付

子ども家庭課
健康推進課

【妊婦等への生活支援臨時給付金】
新型コロナウイルス感染症の影響等を受けて
いる妊婦等の生活を支援するため、臨時的な
給付措置として実施した。

7

1 人 3 万円を 179 人に給付
失業や休業、パート等の収入減少により、家
計や事業経営が急変した緊急小口資金の利用
緊急小口資金利用者家計
者に支援金を給付し、経済支援を行った。
支援事業
・給付額 5 万円（1 件あたり）
・95 件

4,784

福祉課

2,564

教育総務課

18,000

商工観光課

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り、経済的な影響を受けている就学援助又は
8

就学援助費受給認定者家
計支援事業

就学支援の受給保護者（ひとり親世帯を除
く）に対し、生活を支援するため臨時的な給
付措置として実施した。
給付額：１世帯につき２万円
給付者：127 人
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

9

公共施設等維持管理体制
持続化事業

町の要請に応じて休業等し、売上が激減した
町観光施設の指定管理者である(一社)柴田町
観光物産協会に対し、事業経営が維持・継続
できるよう支援を行った。

コロナ禍等における子ど
10

もや女性の負担軽減を図
るための支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によ
る子どもや女性の負担軽減を図るため、小・
中学校等に衛生用品を確保し、経済的理由に
より用意が困難な子どもたちや困っている女

福祉課
3,590

教育総務課
子ども家庭課
総務課

性に配布した。また、避難所や保育所等にお
いて、衛生用品や子ども用非常食等を備蓄し
た。
【衛生用品】
・経済的困窮者（女性） 450 パック購入
・小中学校配付用

576 パック購入

・避難所用

270 パック購入

・子ども用・大人用おむつ（避難所用）
3,240 枚購入
【非常食】
・α米（白飯・五目ごはん） 5,300 食分購
入
・ＬＬヒートレスカレー

2,300 食分購

入
・スープ・副菜類

3,500 食分購

入
・フルーツ缶

1,000 食分購

入
・ライスクッキー

900 食分購入

・水（２Ｌ）

300 本 購入

・簡易食器（皿、コップ等） 700 セット購

11

12

入
消費活動自粛等に伴う売上の急減により経済
的打撃を受けた事業者に対し、地代や家賃の
一部を支給し、事業継続への支援を行った。
事業者家賃支援事業
・交付額：1 事業者当たり最大 10 万円
・交付件数：89 件
コロナ禍で、事業運営に大きな影響を打撃を
地位域公共交通運行体制 受けた阿武隈急行㈱の運行体制を維持し、地
域公共交通を確保するために沿線自治体と協
維持確保支援事業
調支援した。

9,486

商工観光課

19,946

まちづくり政策課

(3) ウィズコロナ下での社会経済活動の再開に向けた対応事業
№,

事業名

歩くことからはじめよ
13

14

う、新たな生活。
「歩くま

事業実績

事業費(千円)

担当課

コロナ禍における癒しとなるようなウォーカ
ブルな空間を整備した。
・歩くまち柴田推進環境整備工事
17,210 千円
緑道整備Ｌ＝41.2ｍ、Ｗ＝1.5～2.0ｍ
案内看板設置Ｎ＝9 基

山歩き等を通して、地域の自然景観の魅力や
ち柴田-SHIBATALK-」推進 歴史・文化を再発見しながら、
「歩くことの魅
環境整備事業
力」を新たな生活スタイルの中に浸透するこ
とを目的として、まち歩き・里山ウォークを
開催した。
・里山案内人育成研修会開催（2 回延べ 24 名）
・里山ハイキングコースお楽しみマップ印刷
製本（1,500 部）
消費活動自粛等に伴う売上の急減により経済
事業継続支援金支給事業
的打撃を受けた事業者に対し、支援金を支給

18,272

都市建設課
生涯学習課

97,731

商工観光課

し、事業継続への支援を行った。
・交付額：売上減少率及び減少額により
1 事業者当たり 10～30 万円
・交付件数：前期分(1～ 6 月対象月)258 件
後期分(7～12 月対象月)249 件
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け
た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
15

飲食店及び直売所等利用
拡大応援事業

アウト店を支援するため、幅広い店舗等の参
加が可能なスタンプラリーを実施し、消費拡

10,923

商工観光課

大や販路開拓を図った。
・参加店舗 56 店舗
（飲食店 44 店舗・直売所 12 店舗）
・応募総数 2,233 件
地域振興や観光振興の再構築に向けて、各種
媒体を活用したシティプロモーションを展開

16

観光・シティプロモーシ
ョン活動事業

し、交流人口や関係人口の拡大を図った。
・デジタルサイネージ広告（首都圏主要駅）

13,569

・新聞広告掲載（大阪府内版）

まちづくり政策課
商工観光課

・年賀ハガキ及び配送用段ボール広告掲載
・写真集、ノベルティ作製及び動画制作委託
・里山林体験ツアー、親子向け木工教室の開
催、寄せ植え・ハンギングフラワー講習会の
開催、花き展示即売会の実施
17

里山エリアを活用したマ

・太陽の村に遊具設置（ツリー型ブランコ）

イクロツーリズム推進事

・里山エリアサイン設置

業

（葉坂地区 2 箇所、入間田地区 2 箇所）

9,707

農政課

10,835

都市建設課

・太陽の村施設点検管理環境向上対策事業（太
陽の村・いこいの森散策コースの整備や景観
花木の植栽など）
小学生と協働で緑地整備による交流空間を整
備するとともに看板・道標等の設置を行い快
18

人を呼び込む魅力的な空
間整備事業

適な歩行空間を整備し、人を呼び込むための
空間整備を行った。
槻木駅西緑地整備Ａ＝410 ㎡
ガーデンファニチャー等設置Ｎ＝7 基
案内看板改修等Ｎ＝11 基

