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臨時交付金
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起債
予定額

一般
財源

その他
補助対
象外経
費

1 単 避難施設等感染拡大防止事業

①避難施設等へのマスク等の整備、備蓄により、避難者
等の感染拡大防止を図る。
②マスク等購入費
③避難者用マスクや消毒用次亜塩素酸水生成器など避
難施設用の資材備蓄事業等に係る経費：合計5,570,400
円
◆マスク(避難者用)19.6円/枚×21,000人(47避難所・避
難場所の受入人数)×7日間分×1.1＝3,169,320円
◆次亜塩素酸水生成器1,600,000円×1式(3か所分)×
1.1＝1,760,000円
◆検温器12,400円×47か所分×1.1＝641,080円
④地方公共団体

R2.6 R2.9 5,572 - 5,500 - 72 - -         完了

○マスク購入
　マスク147,000枚
○次亜塩素酸水生成器購入
　次亜塩素酸水生成器3台
○非接触型体温計購入
　非接触型体温計47基

R2補正

2 単 感染拡大防止事業

①全世帯にマスクを配布し、第2波、第3波を見据えた感
染拡大の防止を図る。
②マスク購入費
③全世帯配付用マスクに係る経費
◆マスク(住民用)980円/箱(50枚入)×5,700世帯×1.1＝
6,144,600円
④地方公共団体

R2.6 R2.8 6,145 - 5,100 - 1,045 - -         完了
○マスク購入
　マスク285,000枚

R2補正

3 単 Web会議実施環境構築事業

①町内外関係機関等とのWeb会議用設備を整備し、感
染拡大防止を図る。
②Web会議用設備整備に係る備品購入費
③Web会議用設備整備に係る経費：合計726,000円
◆Web会議用機器(据置)(モニタ25,000円、Webカメラ
35,000円、マイクスピーカー29,000円、映像録画用ソフト
4,500円)×3施設×1.1＝308,550円
◆Web会議用機器(非据置)タブレットPC66,000円×2施
設×1.1＝145,200円
◆通信機器(モバイルルータ・プリペイドSIM)49,500円×5
施設×1.1＝272,250円
④地方公共団体

R2.6 R2.11 727 - 700 - 27 - -         完了

○Web会議実施環境構築備品購入
　ディスプレイ、Webカメラ、マイクスピーカー、
　録画ソフト各3台、タブレット2台、
　モバイルルータ5台
○Web会議実施環境構築（プリペイドSIM分）
　プリペイドSIM3GB5枚

R2補正

4 単 母子父子家庭臨時特別給付金事業

①感染拡大防止による影響を受けた母子父子家庭世帯
に対し臨時特別の給付金を支給し、生活支援を図る。
②母子父子家庭世帯への臨時特別給付金(10,000円/
人)
③母子父子家庭世帯の生活支援に係る臨時特別給付
金の支給に係る経費：合計2,846,415円
◆給付金10,000円×(親115人＋子167人)事務費100,000
円＝2,820,000円
◆郵便料22,587円、消耗品等3,828円
④母子父子家庭(親・子)

R2.6 R2.6 2,847 - 2,800 - 47 - -         完了

○事務用品
　通知書用封筒300枚
○母子父子家庭臨時特別給付金
　給付金10,000円×282人
○ほか郵便料（支給通知、振込通知）

R2補正

5 単 帰省自粛学生支援事業

①帰省自粛を余儀なくされている本町出身の県外学生
に対する地元食材等の支給により生活支援を図る。
②事業実施団体への補助金
③帰省自粛学生への地元食材等送付に係る経費
◆(支援品(米、海苔)4,000円＋マスク(備蓄品)0円＋送
料・事務費2,500円)×100人分＝650,000円
④利府松島商工会青年部

R2.5 R2.7 650 - 600 - 50 - -         完了

○帰省自粛学生支援事業
　帰省自粛学生支援をする利府松島商工会
　青年部に対する補助金
　（延べ108人/米、海苔、マスク、消毒液等）

R2補正

6 単 安心療養・健康支援事業

①在宅における療養の支援及び健康の維持・増進を図
る。
②機器購入費
③在宅療養支援及び健康維持増進のための機器購入
に係る経費：合計583,000円
◆パルスオキシメーター(貸出用)19,000円×10台×1.1＝
209,000円
◆体組成計(用紙込)340,000円×1台×1.1＝374,000円
④地方公共団体

R2.6 R2.7 583 - 500 - 83 - -         完了
○安心療養・健康支援事業備品購入
　パルスオキシメーター10台、
　高精度型体組成計1台

R2補正
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7 単
新型コロナウイルス感染症拡大防止
協力金事業

①感染拡大防止のため緊急事態宣言に基づく休業要請
等を実効的なものとするための協力金
②休業要請等に全面的に応じた事業者に対し協力金を
交付
③休業要請等に応じた事業者への協力金に係る経費
◆補助金1事業者30万円(県2/3、町1/3)×168件
(※宮城県分20万円、町分10万円)
【県補助金33,600千円】
④休業要請等に協力した事業者

R2.5 R2.8 50,419 - 16,800 - 33,619 33,600 -         完了
○新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
　協力金300,000円×168件
　ほか手数料（ファームバンキング振込）

R2補正

8 単 地域産業支援事業

①感染拡大防止のための外出自粛により影響を受けて
いる事業者に対して支援金を交付し、事業継続の支援を
図る。
②協力金受給者以外の対象事業者に対する支援金(10
万円/事業者)
③事業継続の下支えのための事業者への支援金に係る
経費：合計20,079,825円
◆補助金10万円×200事業者＝20,000,000円
◆消耗品21,305円、印刷製本費34,100円、振込手数料
24,420円
④町内事業者(※協力金受給者は除く)

R2.6 R2.8 20,082 - 20,000 - 82 - -         完了

○地域産業支援金
　支援金100,000円×200件
　事務用品　封筒、DVD、ホチキス等
　印刷代　封筒印刷500枚
　事務用品　粘着シート、インデックス等
　ほか手数料（ファームバンキング振込）

R2補正

9 単 事業所家賃補助事業

①感染拡大防止のための外出自粛による客の減少によ
り売上が減少している事業者の店舗家賃を補助すること
で事業継続を図る。
②事業者店舗家賃補助(1/2×3ヶ月(上限10万円/事業
者))
③事業継続のための事業者店舗家賃補助に係る経費：
合計4,054,810円
◆補助金(50事業者分一式)4,047,000円(実績値)
※当初算定基礎：平均家賃7.5万円×50%×3か月(※上
限額10万円)×50事業者
◆振込手数料7,810円
④町内事業者

R2.6 R2.8 4,055 - 4,000 - 55 - -         完了
○事業所家賃補助金
　家賃補助　50事業者分
　ほか手数料（ファームバンキング振込）

R2補正

10 単
飲食・サービス業等応援クーポン券
支給事業

①町民へのクーポン券交付により飲食・サービス業等の
事業継続と地域経済の活性化を図る。
②事業実施団体への補助金
③クーポン券支給事業に係る経費：合計2,857,385円≒
2,857,000円(補助金につき千円未満切捨)
◆クーポン券使用額(換金額)100円×22,117枚＝
2,211,700円
※配付：1,000円分(100円券10枚綴)×5,665世帯
◆郵便料347,915円、印刷代262,570円、振込手数料
35,200円
④利府松島商工会

R2.7 R2.8 2,857 - 2,800 - 57 - -         完了
○飲食・サービス業等応援クーポン券支給
　事業（クーポン券、事務費）に係る補助金
※配付：1,000円分(100円券10枚綴)×5,665世帯

R2補正

11 単 Go To Travel松島キャンペーン事業

①町独自のキャンペーン実施により、観光業等の事業継
続と地域経済の活性化を図る。
②事業実施団体への補助金
③本町の宿泊施設へ直接予約した方(GoToキャンペーン
対象外)に対する、宿泊割引や地域産品・施設等の利用
クーポン券の交付に係る経費：合計22,000,000円
◆クーポン券使用額(換金額)19,000,000円、事務費
3,000,000円
【観光事業費寄附金3,000千円】
④松島観光協会

R2.7 R2.10 21,796 - 16,445 - 5,351 3,000 -         完了
○Go To Travel松島キャンペーン事業
　（宿泊費補助、クーポン券、事務費）に係る
　補助金

R2補正



（単位：千円）

事業費
国庫
補助額

臨時交付金
充当額

起債
予定額

一般
財源

その他
補助対
象外経
費

Ｎｏ

補
助
・
単
独

交付対象事業の名称

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

令和２年度　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　実施状況

予算区分
未着手/実
施中/完了

事業
始期

事業
終期

事業の実績

12 単
児童生徒支援事業（就学援助費等
受給認定者）

①就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の受給認
定対象児童生徒に対し、学校休業に伴う食費負担の一
部を支援し、住民生活の維持を図る。
②対象者への支援金(10,000円/人)
③就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の受給認
定対象児童生徒に対する学校休業に伴う食費負担の一
部支援に係る経費
◆支給金10,000円/人×100人(就学援助費85人＋特別
支援教育就学奨励15人)＝1,000,000円
④町立小中学校に在籍する就学援助費受給認定世帯
の児童生徒及び特別支援教育就学奨励費受給認定世
帯の児童生徒

R2.6 R2.7 1,000 - 1,000 - - - -         完了
○児童生徒支援給付金
　給付金10,000円×100人

R2補正

13 単 小中学校ICT端末整備事業

①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
②生徒用タブレット端末の1人1台整備に係る経費
③必要額10,609,500円
GIGAスクール構想における自治体単独整備分に係る経
費
◆児童生徒用41,500円×170台×1.1＝7,760,500円
◆教職員用37,000円×70台×1.1＝2,849,000円
④町内小学校3校、中学校1校

R2.8 R3.3 10,610 - 10,600 - 10 - -         完了
○可動式教育用コンピュータ購入（単独整備分）
　児童生徒用45,650円×170台、
　教職員用40,700円×70台

R2補正

14 単 避難施設等感染拡大防止事業

①パーティション等の整備により避難所や災害時拠点施
設となる施設における感染拡大防止を図る。
②資機材、備品等購入費
③パーティション等の購入に係る経費：合計22,110,440円
◆間仕切りパーティション2,850円×1,680個×1.1＝
5,266,800円
◆ワンタッチパーティション27,000円×220個×1.1＝
6,534,000円
◆簡易ベット7,930円×220,個×1.1＝1,919,060円
◆隔離用テント54,400円×44張り×1.1＝2,632,960円
◆消毒液(1000ml)1,800円×220個×1.1＝435,600円
◆フェイスシールド(使い捨て)197円×600枚×1.1＝
130,020円
◆サーマルカメラ(20人計測)400,000円×4基×1.1＝
1,760,000円
◆受付用簡易テント78,000円×40張り×1.1＝3,432,000
円
④地方公共団体

R2.8 R2.12 22,111 - 20,100 - 2,011 - -         完了

○資機材、備品購入費
　フェイスシールド600セット
　サーマルカメラ4基
　間仕切りパーティション1,680個
　消毒液(1000ml入)220個
　簡易ベッド220個
　簡易テント40張り
　メガネ型フェイスシールド用シールド600枚
　ワンタッチパーティション220個
　隔離用テント44張り

R2補正

15 単 新生児給付金事業

①特別定額給付金の支給対象にならない新生児に対し
する給付金を支給し、生活支援を図る。
②特別定額給付金の支給対象とならない新生児への給
付金
③対象者(見込)44人×100,000円＝4,400,000円
④令和2年4月28日から令和3年3月31日の間に出生及
び出生予定の者（出生により、本町に住民登録した者に
限る。）

R2.8 R3.3 4,400 - 3,900 - 500 - -         完了
○新生児給付金
　給付金100,000円×44人

R2補正

16 単 オンライン健康相談事業

①感染症の影響により、訪問、対面での相談が困難な状
況下において、不安を抱える町民に対するオンライン相
談で対応することにより、情報提供や不安解消を図る。
②オンライン相談環境整備に係る備品購入費
③オンライン相談環境整備に係る経費：合計325,399円
◆タブレット54,900円×3台×1.1＝181,170円
◆キーボード17,800円×3台×1.1＝58,740円
◆ワイヤレスヘッドフォンマイク13,000円×3台×1.1＝
42,900円
◆通信費6ヶ月分一式＝42,589円
④地方公共団体

R2.9 R2.10 326 - 300 - 26 - -         完了

○オンライン健康相談備品購入
　タブレットPC、ワイヤレスヘッドフォンマイク、
　ケース各3台
○オンライン健康相談通信料金

R2補正
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17 単 避難所感染対策事業

①指定避難所である松島第五小学校体育館の多目的ト
イレ改修工事により感染拡大防止を図る。
②設計費及び改修工事費
③避難所感染対策トイレ改修に係る経費：合計4,730,000
円
◆設計費1,265,000円、工事費3,465,000円
④地方公共団体

R2.8 R3.3 4,730 - 4,300 - 430 - -         完了

○避難所感染対策改修設計業務委託
　設計業務一式
○避難所感染対策改修工事
　多目的トイレ改修工事（N＝1か所）

R2補正

18 単 店舗等感染拡大防止対策事業

①店舗等における飛沫感染防止、換気設備、冷暖房等
の対応強化することで感染防止を図る。
②店舗等感染防止対策(飛沫感染防止板、非接触方ス
イッチ、換気扇、冷暖房、空気清浄機、非接触体温計等)
事業者への補助金(※補助金200,000円(上限額))
③補助金等：合計19,340,982円
◆補助金：18,812,316円(申請150件分)
◆事務費等：528,666円(振込手数料、印刷費、郵便料、
消耗品、取扱事務手数料)
④町内事業者(窓口：利府松島商工会)

R2.7 R2.9 19,341 - 17,400 - 1,941 - -         完了
○店舗等感染拡大対策事業
　補助金交付（補助実績150件、事務費）

R2補正

19 単 一次産業事業者継続支援事業

①感染症により取引等に影響を受けた一次産業事業者
への支援金により事業継続支援を図る。
②町内で稼働する一次産業の法人・個人で感染症の影
響により20%以上減収(3～5月)している事業者に対する
支援金
③支援金交付に係る経費：合計1,711,000円
◆支援金100,000円×17件＝1,700,000円
※協力金、支援金受給者は除く
◆事務費：振込手数料11,000円
④地方公共団体

R2.8 R2.8 1,711 - 1,500 - 211 - -         完了
○一次産業事業者継続支援金
　支援金100,000円×17件
　ほか手数料（ファームバンキング振込）

R2補正

20 単 松島産食材活用事業

①感染症により消費が減少している町内産食材(米、野
菜、果樹)を保育所児童の給食に活用し、町内産食材を
子ども達にも認識できる機会を設けるとともに消費拡大
を図る。
②町内産食材調達に係る賄材料費
③217人(児童数)194日(8ヶ月)分一式1,842,994円(見込
み)
④地方公共団体

R2.8 R3.3 1,850 - 1,500 - 350 - -         完了
○保育所給食用食材
　町内産食材調達に係る賄材料費　1,849,875円

R2補正

21 単 地元飲食店消費喚起支援事業

①地元飲食店の広報用パンフレットの作成・配付により
消費喚起等を支援し、事業継続、地域経済の活性化を
図る。
②PRパンフレット・チラシ制作、配布に係る補助金
③飲食店消費喚起等に係る経費：合計1,020,000円(見込
み)
◆パンフレット制作･配布経費：一式500,000円×2回＝
1,000,000円
◆事務取扱手数料20,000円(2%相当)
④利府松島商工会

R2.11 R3.2 1,020 - 700 - 320 - -         完了
○地元飲食店消費喚起支援事業
　PRパンフレット・チラシ、事務費に係る補助金
　1,020,000円

R2補正
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22 単 まつしま応援商品券給付事業

①感染症により低迷した地元商店を支援するための商
品券を発行し、全世帯に配付することにより、地域経済
の活性化を図る。
②事業実施団体への補助金
③商品券給付に係る経費：合計34,400,000円(見込み)
◆商品券5,000円(500円券×10枚綴)×5,628世帯＝
28,140,000円
◆商品券作成・封入封緘一式1,500,000円
◆商品券発送料390円(簡易書留)×5,628世帯≒
2,200,000円
◆チラシ等販促費(ポスター・チラシ等印刷、チラシ折込
等)一式900,000円
◆人件費：臨時職員200,000円×3ヶ月＝600,000円
◆事務費(事務用品・消耗品、振込手数料等)一式
500,000円
◆事務取扱手数料：560,000円(2%相当)
④利府松島商工会

R2.9 R3.1 31,482 - 29,400 - 2,082 - -         完了
○地元飲食店消費喚起支援事業
　商品券、チラシ、人件費、事務費に係る補助金
　31,482,000円

R2補正

23 単 観光施設感染拡大防止事業

①町管理の観光施設における感染拡大防止を図る。
②資材、備品等購入費
③サーマルカメラ(20人計測)
　400,000円×2基×1.1＝880,000円
④地方公共団体

R2.8 R2.9 880 - 880 - - - -         完了
○観光施設感染拡大防止事業特別会計繰出金
　サーマルカメラ2台（観瀾亭、福浦橋レストハウス）分

R2補正

24 単
水道事業会計繰出・補助
（水道料金減免事業）

①水道料金減免により地域住民の生活支援、生活基盤
の安定を図るとともに、事業者の事業継続と雇用維持を
図る。
②公営企業(水道事業所)への補助金
③水道事業会計に繰り出し、水道料金減免に要する費
用を交付対象経費とする。
◆減免額：15,309,250円(基本料金減免50%×3ヶ月×延
べ16,909件分)
◆システム改修費90,000円×1式×1.1＝99,000円
◆チラシ配付手数料52,717円(1件約9円で算定)/5,302件
④公営企業(水道事業所)

R2.10 R2.12 15,460 - 15,460 - - - -         完了

○水道料金減免事業る水道事業会計補助
　水道料金減免分
　減免額15,309,250円/延べ16,909件/3か月分
　チラシ配付52,717円/5,302件
　システム変更99,000円）に係る補助

R2補正

25 単 小学校ICT端末整備事業

①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
②生徒用タブレット端末の1人1台整備に係る経費
③必要額230,100円
3人に2台分について国からの定額補助(45,000円/台)へ
の上乗せ分
上乗せ単価650円×354台＝230,100円
④町内小学校3校

R2.8 R3.3 231 - 230 - 1 - -         完了
○可動式教育用コンピュータ購入（上乗せ分）
　児童用650円×354台分

R2補正

26 単 中学校ICT端末整備事業

①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
②生徒用タブレット端末の1人1台整備に係る経費
③必要額126,100円
3人に2台分について国からの定額補助(45,000円/台)へ
の上乗せ分
上乗せ単価650円×194台＝126,100円
④町内中学校1校

R2.8 R3.3 127 - 126 - 1 - -         完了
○可動式教育用コンピュータ購入（上乗せ分）
　生徒用650円×194台分

R2補正
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27 単
感染症拡大防止対策等の住民への
周知協力依頼事業

①地域住民に対する感染拡大防止対策や各種支援策
等の周知及びマスク配布に係る行政区への協力金交付
事業。
②町内全12行政区への協力金
③感染拡大防止の周知等に係る経費：合計4,172,000円
◆世帯割分：2,972,000円((チラシ配付100円×5回＋マス
ク配付300円×1回)×5,320世帯(12行政区分)×配分割
合約70%)
◆均等割分：100,000円×12行政区＝1,200,000円
※配付単価については、郵便料金を算定基礎としてい
る。
④行政区(全12行政区)

R2.4 R3.3 4,172 - 3,800 - 372 - -         完了
○感染症対策広報紙・マスク配付に係る協力金
　のべ26,591世帯（5回分)　　町内12行政区

R2補正

28 単
感染症予防対策換気型空調整備事
業

①老朽化した空調設備の撤去及び換気型空調設備の整
備により、希望園利用者(障がい児・者等)の感染症予防
を図る。
②既設空調設備撤去及び換気型空調設備設置工事費
③撤去・設置工事N=4基(大型2基・小型2基)一式
3,484,800円
④地方公共団体

R2.9 R2.12 3,485 - 3,100 - 385 - -         完了
○既設空調設備撤去・換気型空調設備設置工事費
　空調設備撤去・設置工事（N＝4基）　希望園

R2補正

29 単 障がい者臨時特別給付金事業

①感染症予防対策に伴い、外出機会が減少している障
がい者に対して給付金を給付し、社会参加及び地域消
費喚起の機会を図る。
②障がい者(1、2級)、心臓などの内部障がい者(1～3
級)、療育手帳A保持者、特別児童扶養手当1級該当者、
精神障害者(精神福祉手帳1級)の対象者への臨時特別
給付金
③障がい者等臨時特別給付金に係る経費：合計
3,683,474円
◆給付金10,000円×363人=3,363,000円
◆郵便料：53,474円
④地方公共団体

R2.9 R3.3 3,684 - 3,300 - 384 - -         完了

○障がい者臨時特別給付金
　給付金10,000万円×363人
　支給通知：26,715円/364件
　振込通知：26,675円/364件

R2補正

30 単
インフルエンザ予防接種費用助成事
業

①季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の
混合流行を避けるため、インフルエンザ予防接種費用を
助成することにより接種率を高め、通常診療に係る負担
軽減と新型コロナウイルス感染症への診療体制の確保
を図る。
②高齢者予防接種委託料(無償化対応分)、任意(中学3
年生、高校3年生)予防接種委託料、指定医療機関以外
の高齢者予防接種費用助成金
③予防接種無償化等に係る経費：合計7,443,203円(見込
み)
◆高齢者予防接種委託料
　自己負担分2,000円×3,200人＝6,400,000円
◆任意予防接種委託料
　4,752円×(中3：90人＋高3：90人)＝855,360円
◆指定医療機関以外の高齢者予防接種費用助成金
　39,203円(13人分)
◆郵便料等20,000円、消耗品費等128,000円
④高齢者、中学3年生、高校3年生

R2.9 R3.3 7,413 - 6,000 - 1,413 - -         完了

○高齢者施設入所者等インフルエンザ予防接種
　費用助成　高齢者施設入所者14人分
○インフルエンザ任意予防接種業務委託
　（中学3年生・高校3年生）4,752円/件×110人
○個別予防接種事業委託（塩釜医師会）
　定期接種（高齢者）
　2,000円/件×3,107人＋4,752円/件×10人
○広域化予防接種事業委託（宮城県医師会）
　定期接種（高齢者）
　2,000円/件×235人
　ほか事務費

R2補正
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31 単 公共的空間安全・安心確保事業

①観光客を含め1日1,500人程度の乗降客数があるJR仙
石線高城町駅前に設置されている既存公衆トイレが構
造上大変狭く、男女共有であることなどから、感染拡大
防止等の衛生状態を維持することが極めて困難な状況
となっており、不特定多数の利用者からのクラスター発
生等も懸念されることから、飛散低減のための便器交換
や手指洗浄機器の設置を行うとともに、混雑時等におけ
る身体的距離の確保を目的とした利用者区分の再設定
（男女別・多目的トイレ追加）のための施設建設により、
密集回避や衛生面での感染拡大防止、クラスター発生リ
スクの軽減を図る。
②設計費及び工事費A＝11.54㎡
③公衆トイレ建設に係る経費：合計22,145,100円(見込み)
◆設計費1,980,000円
◆工事費20,000,000円
◆建築確認手数料等33,100円
◆水道加入負担金132,000円
④地方公共団体

R2.9 R3.3 21,902 - 20,000 - 1,902 - -         完了

○高城町駅前公衆便所実施設計業務委託
　実施設計一式
○高城町駅前公衆便所建設工事
　建設工事一式（A＝11.54㎡）
○各種手数料等
　建築確認申請手数料
　水道設計審査手数料
　工事検査手数料
　水道加入金
　建築確認完了検査手数料

R2補正

32 単 校外学習感染対策支援事業

①校外学習時の密集対策に係る少数輸送に伴うバスの
増車に係る借り上げ料に係る補助により、感染症拡大防
止を図る。
②補助金
③補助金：557,498円/6件(小学校3校、中学校1校分)
④町内小学校3校、中学校1校

R2.9 R2.12 558 - 500 - 58 - -         完了

○小学校補助金
　第一学年校外学習バス増便1台分
　第二学年校外学習バス増便1台分
　第三学年校外学習バス増便1台分
　第四学年校外学習バス増便1台分
　第五・六学年校外学習バス増便1台分
○中学校補助金
　第三学年修学旅行行程変更前企画料
　2,067円×94人分

R2補正

33 単 保育所絵本整備事業

①医療従事者をはじめ感染症対応に従事する保護者等
の児童に対する保育の場の確保及び充実を図るととも
に、新しい生活様式に対応するための町内保育所への
絵本整備事業。
②絵本購入費
③絵本購入240冊/4保育所=746,986円
④地方公共団体

R2.9 R2.10 747 - 700 - 47 - -         完了
○保育所図書等購入
　絵本240冊/4保育所

R2補正

34 単
感染症対応資金調達事業者支援事
業

①感染拡大の影響を受け、事業継続、雇用維持等のた
めに運転資金を調達した事業者に対して補助金を交付
することにより、町内事業所の事業継続支援を図る。
②補助金、事務費
③補助金交付に係る経費：合計25,518,265円
○補助金：25,350,000円(102件分)
①借入500万円未満(補助5万円)：1,450千円/29件　②借
入500～1,000万円未満(補助10万円)：2,800千円/28件
③借入1,000～2,000万円未満(補助20万円)：3,000千円
/15件　④借入2,000～3,000万円未満(補助40万円)：
2,400千円/6件
⑤借入3,000～5,000万円未満(補助50万円)：6,500千円
/13件　⑥借入5,000～1億円未満(補助70万円)：4,200千
円/6件
⑦借入1億円以上(補助100万円)：5,000千円/5件
◆事務費：消耗品費68,270円、通信運搬費89,995円、振
込手数料10,000円
④町内法人及び個人事業者

R2.10 R2.11 25,519 - 24,781 - 738 - -         完了
○資金調達事業者支援事業給付金
　給付金102事業者分
　ほか事務費

R2補正
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35 単
新型コロナウイルス感染症対応事業
者支援事業

①感染拡大の影響を受けた事業者に対する支援金等の
上乗せと拡充を行い、事業継続支援を図る。
②市町村補助金、事務費
③補助金(10万円/事業者)交付に係る経費：合計
39,575,721円
◆地域産業支援金受給者への上乗せ分：200件×
100,000円＝20,000,000円
◆地域産業支援金対象の拡充(協力金受給者対象)分：
163件×100,000円＝16,300,000円
◆一次産業事業者継続支援金受給者への上乗せ分：17
件×100,000円＝1,700,000円
◆新規申請分：15件×100,000円＝1,500,000円
◆事務費：消耗品費17,971円、通信運搬費10,000円、振
込手数料47,750円
【県補助金25,000千円】
④町内事業者

R2.10 R2.11 39,576 - 13,200 - 26,376 25,000 -         完了
○支援事業給付金
　給付金100,000円×395事業者

R2補正

36 単 観光バス等応援事業

①町内のバス・タクシー事業者の事業継続のための支
援金交付事業。
②町内バス・タクシー事業者への支援金
③支援金：合計6,000,000円
◆バス事業者支援金1台200,000円×16台＝3,200,000円
◆タクシー事業者支援金1台100,000円×28台＝
2,800,000円
(宮城県定時定路線・生活維持支援金を基準とする。)
④町内事業者(バス事業者全1社、タクシー事業者全2社)

R2.10 R2.10 6,000 - 5,400 - 600 - -         完了

○観光バス等応援事業支援金
　支援金（バス）200,000円×16台分
　支援金（タクシー）100,000円×8台分
　支援金（タクシー）100,000円×20台分

R2補正

37 単 町立学校大型提示装置等整備事業

①GIGAスクール構想による児童生徒1人1台端末整備と
併せて、町内各校に大型提示装置等を整備し、臨時休
校等の遠隔学習等に対応する事業。
②備品購入費
③大型提示装置、無線投影装置整備に係る経費：合計
8,426,000円
◆モニター(65インチ)28台、無線投影装置15台
④町内小学校3校、中学校1校

R2.10 R3.2 8,426 - 7,600 - 826 - -         完了
○大型提示装置等購入
　電子黒板28台、スタンド28台、
　無線投影装置15台/4校分

R2補正

38 単
公共施設等の管理維持体制持続化
事業

①感染拡大防止のための施設休業等により収入が大幅
に減少している公共施設における指定管理者に対して
支援を行い、事業継続と円滑管理を図る。
②感染症の影響により50%以上減収(4～6月)している公
共施設施設管理事業者に対する支援金
③1事業所あたり上限300,000円×2事業所＝600,000円
④公共施設指定管理事業者

R2.9 R2.12 600 - 500 - 100 - -         完了
○公共施設等管理維持体制持続化事業協力金
　協力金300,000円×2件

R2補正

39 単
保育所児童・幼稚園児エクスカー
ション事業

①感染拡大防止に伴い中止となった保育所及び幼稚園
における町外親子遠足(年長)の代替事業として、域内観
光を実施し、地元愛の醸成と地域活性化を図る。
②報償費及び使用料
瑞巌寺拝観料、瑞巌寺ガイド料、遊覧船乗船料
③保育所等親子遠足代替事業(域内観光)に係る経費：
合計176,950円
◇幼稚園：子ども77人(保育所30人、幼稚園47人)、大人
97人(保育所40人、幼稚園57人)
◆観光ガイド料一式＝19,200円(保育所分9,200円、幼稚
園10,000円)
◆遊覧船乗船料一式＝101,850円(保育所分42,000円、
幼稚園59,850円)
◆瑞巌寺見学料一式＝55,900円(保育所分20,150円、幼
稚園35,750円)
④地方公共団体

R2.10 R2.10 179 - 100 - 79 - -         完了

○幼稚園分
　寺院見学料　保護者55名分/3幼稚園
　観光ガイド謝礼　観光ガイド3名分
　遊覧船使用料　保護者・引率者57名分/3幼稚園
○保育所分
　寺院見学料　保護者31名分/4保育所
　観光ガイド謝礼　観光ガイド2名分
　遊覧船使用料　保護者・引率者40名分/4保育所

R2補正
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40 単 教育旅行誘致・受入準備事業

①教育旅行の再開を見据え、県外の中学生・高校生を
対象とした学習ツール(ワークブック)を作成し、学校・旅
行会社に対する教育旅行の誘致を図るとともに受入準
備を行う。
②委託料、印刷製本費
③学習ツールの作成に係る経費：合計3,440,800円
◆学習ツール企画デザイン経費：2,494,800円
◆学習ツール印刷経費(30,000部)：946,000円
④地方公共団体

R2.10 R3.3 3,441 - 3,000 - 441 - -         完了

○教育旅行ワークブック企画デザイン業務委託
　学習ツール企画構成業務
　（アドバイザー派遣、企画デザイン）一式
○教育旅行ワークブック印刷
　ワークブック印刷20,000部

R2補正

41 単 観光親善大使プロモーション事業

①宣伝効果の高い観光親善大使とともに新しい生活様
式に沿った観光地を広く宣伝することで、コロナ収束後の
観光誘客促進を図る。
②観光プロモーション委託料
③観光プロモーションに係る経費：9,790,000円
◇動画制作費(出演経費、制作費、編集費)、広告費、周
知用ノベルティ制作費
④地方公共団体

R2.10 R3.3 9,790 - 8,900 - 890 - -         完了
○松島観光プロモーション業務委託
　動画制作（出演経費、制作費、編集費）
　広告、広告用ノベルティ制作

R2補正

42 単
「ふるさとの魅力で食卓を応援しま
す」事業

①塩竈圏域(5自治体)における特産品等の詰合せを圏域
内外へ半額相当で販売することにより、当該特産品等の
生産者や事業者等の支援するとともに、圏域における新
たな関係人口の創出を図る。
(応援提供品(特産品詰合せ)：1自治体2,000円相当×5自
治体＝10,000円相当を5,000円で販売)
②負担金(塩釜地区広域行政連絡協議会負担金)、事務
費
③応援提供品(特産品詰合せ)の提供に係る経費(本町
分)：合計2,037,000円
◆全体事業費14,363,842千円－(売上分5,000円×1,000
セット)÷5市町(チラシ分は人口割適用)＝1,855,000円
※事務費(梱包資材、配送料、宣伝広告費、PRチラシ折
込等)含む
◆事務費：消耗品費157,000円、通信運搬費25,000円
④地方公共団体(塩釜広域5市町連携)

R3.1 R3.2 2,037 - 1,700 - 337 - -         完了
○塩釜地区広域行政連絡協議会負担金
　ふるさとの魅力てんこもり事業負担金
　ほか事務費

R2補正

43 単
新型コロナウイルス感染症に係る高
校生就活対策事業

①感染症拡大の影響を受けた高校生就職活動を支援す
るとともに地域小規模事業者等の人材確保推進を図る。
②負担金(地元就職奨励金)
③高校生就活対策に係る経費200,000円
◆奨励金100,000円×2件(見込み)＝200,000円
④地元事業者

R3.1 R3.3 200 - 70 - 130 - -         完了
○高校生就活対策事業雇用奨励金
　雇用奨励金100,000円×2件

R2補正

44 単 議会中継システム整備事業

①議会を中継、配信することにより、傍聴者を減らすこと
で、感染症拡大防止を図る。
②議会中継システム整備費
③議会中継システム整備に係る経費：合計6,600,000円
◇高精度カメラ2台、議場中継操作制御システム、周辺
機器(変調器、HUB、UPS等)、映像関連機器(モニタ、レ
コーダー、コンバータ等)
④地方公共団体

R2.12 R3.3 6,600 - 6,000 - 600 - -         完了
○議会議場中継システム機器購入
　高精度・HDカメラ、テロップ制御システム
　周辺機器、モニター・変換器

R2補正

45 単 避難所感染対策事業

①指定避難所である品井沼農村環境改善センターのトイ
レ改修等により避難者等の感染拡大防止を図る。
②トイレ改修工事費
③避難所感染対策トイレ改修に係る経費：6,831,000円
◇トイレ改修工事(大小便器等(男、女、多目的))、洗面所
改修工事(自動水栓化等)
④地方公共団体

R2.12 R3.3 6,831 - 6,200 - 631 - -         完了
○品井沼農村環境改善センタートイレ等改修工事
　大便器交換6基、小便器自動水栓化4基、
　手洗洗面所自動水栓化

R2補正
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46 単
避難所感染症予防対策換気型空調
整備事業

①指定避難所である品井沼農村環境改善センターに換
気型空調設備を整備することにより、避難者等の感染拡
大防止を図る。
②空調設備設置工事費
③避難所空調設備整備に係る経費：1,749,000円
◇換気型空調設備整備3台分
④地方公共団体

R2.12 R3.3 1,749 - 1,600 - 149 - -         完了
○品井沼農村環境改善センター空調設備改修工事
　空調設備改修工事（N＝3基）

R2補正

47 単
避難所感染症予防対策換気型空調
整備事業

①指定避難所である勤労青少年ホームに換気型空調設
備を整備することにより、避難者等の感染拡大防止を図
る。
②空調設備設置工事費
③避難所空調設備整備に係る経費：2,613,000円
◆換気型空調設備整備3台分
④地方公共団体

R2.12 R3.3 2,613 - 2,300 - 313 - -         完了
○避難所感染症予防対策換気型空調整備工事
　（勤労青少年ホーム）
　空調設置工事（N＝3基）

R2補正

48 単 感染症予防対策施設整備事業

①希望園の老朽化した手洗い機器等を整備することによ
り、利用者(障がい児・障がい者等)の感染症予防対策を
図る。
②空調設備設置工事費
③避難所空調設備整備に係る経費：1,353,000円
◇手洗場等衛生環境改善整備(手洗場化粧台取替、各
室クロス等張替)、換気用設備整備(サーキュレータ、網
戸取付)一式
④地方公共団体

R2.12 R3.3 1,353 - 1,200 - 153 - -         完了
○手洗場等衛生環境改善整備、換気用設備整備
　手洗場化粧台取替、各室クロス等張替、
　サーキュレーター、網戸取付

R2補正


