
始期 終期

1 観光誘客促進事業

町内の宿泊施設を利用していただいた方に宿

泊金額の1/2相当額の加盟店で使える商品券

を配布することで、町内への観光誘客及び観

光客による町内での消費喚起を図ります。

・町内宿泊施設宿泊者
・宿泊金額の1/2相当額（上限3,000円）の

商品券を配布
8,850 R3.4 R4.3 企画調整課

2

紀宝町ウミガメ公園

における受け入れ環

境整備事業

町の観光拠点である「紀宝町ウミガメ公園」

において旅行者等の受け入れ環境を整え、魅

力を向上させることにより、誘客の促進とリ

ピート率の向上を図るとともに、町の観光の

起点となるウミガメ公園から、まちなかへの

誘導を行うことで町内での消費増加に繋げま

す。

・紀宝町ウミガメ公園 ・紀宝町ウミガメ公園の受入環境整備費用 5,036 R3.4 R3.12 企画調整課

3 田舎の魅力発信事業

新型コロナウイルス終息後の移住者等の獲得

に向け、当町ならではの写真や動画などを撮

影し、インターネット媒体を活用し田舎の魅

力を発信します。

・移住希望者等
・情報発信に向けたビデオカメラ等の備品

購入費用
363 R3.4 R4.2 企画調整課

4
電光掲示板情報発信

事業

電光掲示板において車での移動が主となる当

地域における幹線道路でのコロナウイルス関

係などの情報を発信し周知を図ります。

・町内全域
・電光掲示板電気料

・電光掲示板インターネット使用料
267 R3.7 R4.3 企画調整課

5

WEB会議環境整備事

業

町の庁舎内（２か所・移動式）にWEB会議

専用端末等を整備し、情報漏洩やセキュリ

ティ対策を強化します。

・役場庁舎
・WEB会議用機器（パソコン、モニター等

購入費用）
1,000 R3.4 R4.3 企画調整課

6
PCR検査費用助成事

業②

感染拡大防止と町民の方々の不安を少しでも

軽減するため、ＰＣＲ検査等を希望する方に

対し、その費用を一定の割合で補助します。

・町民及び町内で勤務をしてい

る町外在住者

・父母等が紀宝町に住所を有す

る町外在住者

・町内で仕事を行うものを雇用

する事業者等

・検査費用の1/2を補助（上限10,000円） 1,790 R3.4 R4.3 みらい健康課

総事業費

（千円）

事業時期
担当課

令和３年度紀宝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

No 事業名 事業内容 交付対象者・交付対象施設 交付金を充当する経費内容



7
選挙感染防止対策事

業

投票所等における感染防止のため、資材の確

保及び事務従事者の増員を行います。
・各投票所

・感染防止物品（クリアパーテーション、

非接触式体温計等）購入費用

・感染防止対策準備職員（非常勤）賃金
1,165 R3.4 R4.3 総務課

8 防災活動支援事業

隔離スペースのない避難所（体育館等）に待

合室として、災害時多目的ピラミッドテント

を整備し、新型コロナ感染症等の感染拡大防

止を図ります。また、新型コロナ対策感染防

止対策等の保管場所を確保するため物置を整

備します。

・各避難所（体育館等）
・災害時多目的ピラミッドテント、物置購

入費用
2,256 R3.4 R4.3 防災対策室

9
緊急通報体制等整備

事業

新型コロナウィルス感染症などによる急病や

安否連絡、援助体制の確立に対応するため、

貸出用の緊急事態を自動的に受信センター等

に通報することが可能な機器を購入し、高齢

者の不安解消及び日常生活の安全の確保を図

ります。

・在宅のひとり暮らし高齢者

（６５歳以上）
・緊急通報機器購入費用 1,812 R3.4 R4.3 福祉課

10
紀宝町介護用品等支

給事業

寝たきりの高齢者や認知症の高齢者等を在宅

介護する家族等に対して、感染防止対策用品

の利用券を支給します。

・在宅で生活している介護保険

の要介護４、５の認定を受け

た、町民税非課税世帯の介護者

・感染防止対策用品（使い捨て手袋、マス

ク、手指消毒液等）の利用券を支給

※月額3,000円

1,080 R3.4 R4.3 福祉課

11

民生委員・児童委員

の訪問及び保護司活

動における感染防止

事業

コロナ禍における民生委員・児童委員の一人

暮らし高齢者宅等の訪問や保護司活動、人権

擁護委員活動を行う際の感染予防対策の徹底

を図ります。

・民生委員

・児童委員

・保護司

・人権擁護委員

・感染防止対策所持品セット（使い捨て手

袋、マスク、手指消毒液等）購入費用
500 R3.4 R4.3 福祉課

12
紀宝町介護事業所活

動用品支給事業

介護従事者の安全性を高める為、紀宝町内の

介護保険事業所に新型コロナウイルス感染症

防止対策用品を支給します。

・町内の介護保険事業所
・感染防止対策用品（感染症対策用ガウン

セット1袋10セット入り）購入費用
1,870 R3.4 R4.3 福祉課

13
障がい者施設への感

染対策支援事業

町内の障がい者福祉施設に新型コロナウイル

ス感染症対策の用品を提供します。
・町内障がい者福祉施設 ・空気清浄機購入費用 638 R3.4 R4.3 福祉課



14
聴覚障がい者の意思

疎通支援事業

新型コロナウイルスの影響により、聴覚障が

い者が手話通訳者等の同行が困難な場合に、

県が行う遠隔手話サービス等が利用できるよ

う、貸し出し用のタブレットを購入します。

・町内の聴覚障がい者 ・タブレット購入費用 300 R3.4 R4.3 福祉課

15

保育所における新型

コロナウイルス感染

拡大防止事業（施設

修繕分）

園児の分散を図るため、保育所施設の屋外遊

具を修繕し、使用できる遊具の選択肢を増や

すことで、三密対策につなげます。

・町内保育所 ・屋外遊具修繕費用 4,530 R3.4 R4.3 福祉課

16

保育所における新型

コロナウイルス感染

拡大防止事業（施設

等環境整備対応分）

保育所施設内における感染及び感染拡大防止

を徹底するため、感染症予防資材を確保しま

す。

・町内保育所

・特別支援児童クールダウン用資材購入費

用

・保育所内三密回避用資材（拡声器保）

購入費用

・育室内感染症予防用資材（空気清浄機）

購入費用

4,111 R3.4 R4.3 福祉課

17

保育所における新型

コロナウイルス感染

拡大防止事業（児童

感染防止対応分）

他市町村から紀宝町へ転入し、町内保育所に

入所する児童及び他市町村から町内保育所に

て大学等からの保育実習を行う学生が必要に

応じて、新型コロナウイルス感染症検査(Ｐ

ＣＲ検査)を受けた費用を補助します。

・町内保育所に入所する児童

・他市町村から町内保育所にて

大学等からの保育実習を行う学

生

・検査費用の全額を補助（上限20,000円） 400 R3.4 R4.3 福祉課

18
紀宝町子育て等応援

商品券給付事業

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取組の町独自

施策として、児童手当受給者及び高校生等の

保護者に、紀の宝商品券を支給します。

・児童手当受給者

・高校生等（16歳～18歳）の保

護者

・紀の宝商品券（対象児童１人あたり

10,000円分）を支給
17,959 R3.4 R3.12 福祉課

19
紀宝町ひとり親家庭

応援商品券給付事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい

るひとり親世帯の生活を支援するため、児童

扶養手当受給者に、紀の宝商品券を支給しま

す。

・児童扶養手当受給者（ひとり

親家庭）

・紀の宝商品券（対象児童１人あたり

20,000円分）を支給
3,100 R3.4 R3.12 福祉課

20
紀宝町障がい児家庭

応援商品券給付事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい

る障がい児を養育する世帯の生活を支援する

ため、特別児童扶養手当受給者に、紀の宝商

品券を支給します。

・特別児童扶養手当受給者
紀の宝商品券（対象児童１人あたり20,000

円分）を支給
600 R3.4 R3.12 福祉課



21
介護福祉施設等職員

PCR検査助成事業

介護事業所施設、障がい者施設及び高齢者施

設の職員等に対しPCR検査費用の一部を助

成します。

・介護事業所19施設、障がい者

2施設及び高齢者2施設の職員等
・検査費用の1/2を補助（上限10,000円） 3,110 R3.4 R4.3 福祉課

22
診療システム導入に

よる感染防止事業

電子カルテによるシステム化により、患者一

人当たりの滞在時間を短縮することで新型コ

ロナウイルス感染のリスクを最小限にしなが

ら診療できる体制を整備します。

・町内診療所 ・電子カルテシステム導入費用 2,291 R3.4 R4.3 みらい健康課

23

幼稚園・小中学校に

おける新型コロナウ

イルス感染拡大防止

事業

他市町（感染拡大地域等）から町内の幼稚

園・小中学校へ入園、入学する園児・児童生

徒及び教職員・教育実習生を対象として必要

に応じて、ＰＣＲ検査費用を助成します。

・町内の幼稚園・小中学校へ入

園、入学する園児・児童生徒及

び教職員・教育実習生

・検査費用の全額を補助（上限20,000円） 300 R3.4 R4.3 教育課

24

令和３年紀宝町新成

人対象新型コロナウ

イルス感染症検査費

用補助事業②

新成人及びそのご家族が安心して成人式に参

加できるよう、町立相野谷診療所でPCR検

査等を受けた新成人に対しその費用を補助し

ます。

・令和３年成人式（延期後）に

参加する新成人
・検査費用の全額を補助（上限20,000円） 2,200 R3.4 R4.2 教育課

25

幼稚園の新型コロナ

ウイルス感染対策支

援事業

現在給食時に使用している２人用の机を、1

人用の机に変更することで給食時の園児一人

一人の距離をとることにより３密対策に繋げ

ます。

・町内幼稚園 ・園児用机購入費用 190 R3.4 R4.3 教育課

26

令和３年紀宝町成人

式開催延期に伴う貸

衣装等キャンセル料

補助事業②

令和３年紀宝町成人式の開催延期に伴い、出

席を予定していた新成人に対し、経済的負担

を軽減する為、貸衣装等のキャンセル料等の

経費について補助を行います。

・令和３年成人式に参加する予

定だった新成人
・貸衣装等のキャンセル料等 1,998 R3.4 R4.3 教育課

27
感染症対策設備導入

支援事業補助金

感染症対策を講じたうえで事業を継続する町

内の事業者の方に対して、感染症対策のため

に行った設備購入に係る経費の一部を補助し

ます。

・町内の法人、個人事業主

・紀宝町の住民基本台帳に記載

のある個人事業主が営む町外の

事業所

・感染症対策のために行った設備購入に係

る経費（補助率1/2　上限50,000円、下限

10,000円）

2,000 R3.4 R3.10 産業振興課



28
紀の宝プレミアム商

品券事業

商店等での販売促進など地域における消費活

動を喚起することを目的として町民に向け

8,000円分の商品券を3,000円で販売します。

・町の住民基本台帳に記載され

ている方

・１人8,000円分の紀の宝商品券を3,000円

で販売
59,120 R3.4 R3.12 産業振興課

29

幼稚園における新型

コロナウイルス感染

拡大防止事業（施設

更新分）

幼稚園施設の砂場のテントを修繕し、屋外で

の熱中症対策とともに園児が遊ぶ際に分散す

ることによる三密対策を図ります。

・町内幼稚園 ・砂場用メッシュテント修繕費用 124 R3.4 R4.3 教育課

30

令和４年紀宝町新成

人対象新型コロナウ

イルス感染症検査費

用補助事業

新成人及びそのご家族が安心して成人式に参

加できるよう、町立相野谷診療所でPCR検

査等を受けた新成人に対しその費用を補助し

ます。

・令和４年成人式に参加する新

成人
・検査費用の全額を補助（上限20,000円） 2,200 R3.4 R4.3 教育課

31 紀の宝お食事券事業

地域における飲食店の利用促進を図ることを

目的として町民に向け5,000円分のお食事券

を2,000円で販売します。

・町の住民基本台帳に記載され

ている方

・１人5,000円分の紀の宝お食事券を2,000

円で販売
36,002 R3.9 R4.3 産業振興課

32

役場庁舎における新

型コロナウイルス感

染拡大防止事業

役場庁舎内に空気清浄機、各課カウンターに

窓口対応時の飛沫を防止するパーテーショ

ン、議場にカウンターパーテーションを設置

します。

・役場庁舎
・空気清浄機購入費用

・飛沫防止用パーテーション購入費用
4,624 R3.9 R4.3 総務課

33

新型コロナウイルス

感染症終息祈願花火

打上事業

新型コロナウイルス感染症早期終息祈願を目

的として商工会青年部が主催となり実施する

サプライズ花火事業に対し補助を行います。

・町商工会青年部 ・サプライズ花火事業への補助金 500 R3.9 R3.12 企画調整課

34

新型コロナウイルス

ワクチン接種医療従

事者感謝事業

感謝の念を表すとともに、町内の消費を喚起

し、地域の活性化を促すことを目的として新

型コロナウイルスワクチン接種種業務に携わ

る医療従事者に商品券を支給します。

・町が実施する新型コロナウイ

ルスワクチン接種の個別接種業

務及び集団接種業務に携わる医

療従事者

・１人あたり10,000円の紀宝町商工会商品

券を支給
1,100 R3.9 R4.3 みらい健康課



35
災害時等感染拡大防

止事業

避難時及び平時における感染の疑いが強い町

民の方に対して検査キットを用いて検査を行

い、避難者及び町民の感染拡大防止を図りま

す。

・災害時避難者及び町民 ・抗原定性検査キット購入費用 1,848 R3.9 R4.3 みらい健康課

36

介護事業所等の寒冷

な場面における新型

コロナ感染防止対策

支援事業

二酸化炭素濃度測定器を町内の介護・障害・

子育てサービス事業等に提供し、二酸化炭素

濃度を国が指導する基準の1000ppm以下に

維持する環境を構築します。

・町内の介護・障害・子育て

サービス事業等
・二酸化炭素濃度測定器購入費用 1,841 R3.10 R4.3 福祉課

37

町内介護・障害・子

育てサービス事業所

等支援給付事業

感染防止対策を徹底しながら、地域福祉を支

えている介護・障害・子育てサービス事業所

などを運営する事業者を支援するため、給付

金を支給します。

・町内の介護・障害・子育て

サービス事業等
・１事業所あたり一律100,000円 2,300 R3.10 R4.3 福祉課

38

紀宝町新型コロナウ

イルス感染症対策介

護・障害・子育て

サービス提供従事者

支援事業

感染防止対策を徹底しながら、地域福祉を支

えている介護・障害・子育てサービス従事者

を支援する為、感染対策用品購入等に使用で

きる商品券を支給します。

・町内の介護・障害・子育て

サービス従事者

・１人あたり10,000円の紀宝町商工会商品

券を支給
4,955 R3.10 R4.3 福祉課

39
紀宝町休業協力金支

給事業

感染拡大防止のため町が休業を要請した事業

者を対象に協力金を支給します。

・要請に応じて休業した業者

（有限会社ウミガメフーズ、有

限会社楽らく）

・休業日１日あたり40,000円を支給 2,760 R3.12 R4.3 企画調整課

40

役場庁舎及び関係機

関における新型コロ

ナウイルス感染拡大

防止事業

役場庁舎内及び町内の関係機関（学校・保育

所等）に二酸化炭素濃度測定器を設置し、二

酸化炭素濃度を国が指導する基準の

1000ppm以下に維持する環境を構築しま

す。

・役場庁舎内及び町内の関係機

関（学校・保育所等）
・二酸化炭素濃度測定器購入費用 3,267 R4.1 R4.3 総務課

41

清掃職場におけるマ

スク・手袋・消毒液

等購入事業

廃棄物収集運搬作業及びペットボトル、アル

ミ缶及びスチール缶などのリサイクル分別作

業員に対し、マスク、使い捨て手袋、消毒液

を整備し感染拡大防止を図ります。

・町内のリサイクルセンターの

作業員

・感染症対策用品（マスク、手袋、消毒液

等）購入費用
345 R4.1 R4.3 環境衛生課



42
診療所における感染

対策用品購入事業

診療所において、マスク・手袋・ガウン等の

感染症対策用品を購入し、新型コロナウイル

ス感染者の受け入れ対応の整備や感染拡大防

止を図ります。

・町内診療所
・感染症対策用品（マスク、手袋、ガウン

等）購入費用
4,113 R4.1 R4.3 みらい健康課

43

災害時用ワンタッチ

パーテーション購入

事業

災害時避難所の感染予防のため、災害対策用

テントの資材を避難所に備蓄します。
・町内各避難所 ・災害対策用テント資材購入費用 1,295 R4.1 R4.3 防災対策室

44
小中学校情報機器購

入事業

学校の臨時休業等の期間中も切れ目ない学習

環境を提供するために「児童生徒1人1台端

末」及び教師用端末の整備を図ります。

・町内小中学校児童生徒及び教

員
・タブレット端末購入費用 400 R4.1 R4.3 教育課

45
紀宝町飲食店時短要

請協力金事業

県のまん延防止等重点措置に伴う時短要請が

対象外である町などの飲食店において、県の

時短要請に準じ、時短等に協力いただける事

業所に町独自で協力金を交付します。

・紀宝町内の飲食店および町に

住民登録のある個人事業主

・町外に事業所・店舗等を有す

る町内に本店を置いている法人

・休業日１日あたり20,000円を支給 8,360 R4.1 R4.4以降 産業振興課

46
町職員リモート体制

整備事業

感染症対策として開催頻度が増加してきてい

るオンライン会議や研修を支障なく実施する

ため、職員用端末を整備します。

・役場庁舎 ・職員用端末（パソコン）整備費用 700 R4.1 R4.4以降 企画調整課

47

放課後児童クラブ施

設コロナ対応改修事

業

増加傾向にある放課後児童クラブの児童数に

対応するため、新たな受け入れ先となる施設

を改修し、児童の分散を図ります。

・町内放課後児童クラブ ・放課後児童クラブ施設改修費用 1,250 R4.1 R4.3 福祉課


