
令和3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一覧

第１弾 令和３年度 補正予算 第1号（3月）・第4号（6月）

№ 事 業 名 担 当 課

１ 庄内町花き種苗費支援事業補助金 農林課農産係

２ 庄内町米需給調整緊急支援補助金 農林課農政企画係

３ 庄内町中小企業雇用継続奨励金事業 商工観光課商工労働係

４ 庄内町UIJターン者向け町内事業者情報発信事業 商工観光課商工労働係

５ 庄内町キャッシュレス決済導入促進支援事業 商工観光課商工労働係

６ 庄内町スポーツ文化合宿支援事業 商工観光課観光物産係

７ 庄内町友好町との観光連携支援事業 商工観光課観光物産係

８ 新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援事業 建設課都市計画係

９ 避難所安全・安心環境整備事業 社会教育課社会教育係

10 図書館安全・安心確保事業 図書館

11 行政手続デジタル化事業 総務課改革推進係

12 庄内町消費喚起キャンペーン事業 商工観光課観光物産係



令和3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一覧

第２弾 令和３年度 補正予算 第2号（5月）※№23は当初予算で対応

№ 事 業 名 担 当 課

13 庄内町若者UIJターン支援事業 企画情報課 移住定住係

14 テレワーク移住体験支援事業 総務課 改革推進係

15 オンラインスキルアップ講座受講支援事業 総務課 改革推進係

16 介護、障がい施設への必需物品供給事業 保健福祉課 介護保険係

17 地域医療体制維持支援事業 保健福祉課 健康推進係

18 健康維持の外出応援事業 保健福祉課 高齢者支援係

19 庄内町の花・応援ＰＲ事業 農林課 農産係

20 新産業創造館安全・安心環境整備事業 商工観光課 新産業創造係

21 新型コロナウイルス感染症対策相談業務拡充事業 商工観光課 商工労働係

22 児童手当現況届提出郵送対応事業 子育て応援課 子育て支援係

23 庄内町令和2年度成人式記念品作成事業（当初予算） 社会教育課 社会教育係



令和3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一覧

第３弾 令和３年度 補正予算 第3号（6月）

№ 事 業 名 担 当 課

24 行政手続きのペーパーレス化推進事業 総務課 改革推進係

25 妊産婦への必需物品供給事業 保健福祉課 健康推進係

26 こころの健康づくり事業 保健福祉課 健康推進係

27 女性の衛生用品支援事業 保健福祉課 健康推進係

28 農産物交流施設等安全・安心確保事業 農林課 農政企画係

29 庄内町魅力（かち）ある園芸やまがた所得向上支援事業費補助金 農林課 農産係

30 庄内町肉用牛肥育経営持続化支援事業費補助金 農林課 農産係

31 庄内町畜産所得向上支援事業費補助金 農林課 農産係

32 まちなか温泉安全・安心環境整備事業 商工観光課 観光物産係

33 立川地域観光施設安全・安心環境整備事業 立川総合支所 立川地域振興係

34 庄内町コロナ対応商店街販売促進緊急支援事業 商工観光課 商工労働係

35 公立学校情報機器整備費補助金 教育課 学校教育係

36 デジタル教科書サーバ整備事業 教育課 教育施設係

37 教育支援体制整備事業費交付金 教育課 学校教育係



令和3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一覧

第４弾 令和３年度 補正予算 第5号・第6号（9月）、第7号（10月）、第8号（11月）、予備費

№ 事 業 名 担 当 課

38 庄内町住宅環境改善空家除却緊急支援事業 建設課 都市計画係

39 教職員勤怠管理デジタル化事業 教育課 教育総務係

40 庄内町小規模事業者事業継続応援給付金 商工観光課 商工労働係

41 庄内町生活困窮者世帯コロナ対応生活応援事業 保健福祉課 福祉係

42 保育関連施設感染拡大防止事業 子育て応援課 子育て支援係

43 子ども食堂支援事業 子育て応援課 子育て支援係

44 子育て支援センター安全・安心確保事業 子育て応援課 子育て支援係

45 ひとり親世帯等生活支援事業 子育て応援課 子育て支援係

46 庄内町飼料用米転換促進交付金 農林課 農政企画係

47 庄内町米価下落対策緊急支援事業補助金 農林課 農政企画係

48 地方創生テレワーク推進交付金 総務課 改革推進係

49 学校保健特別対策事業費補助金 教育課 学校教育係

50 疾病予防対策事業費等補助金 保健福祉課 健康推進係

51 公共施設感染症対策事業 総務課 総務係

52 感染症拡大防止対策等住民周知事業 環境防災課 危機管理係



令和3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（1）

1 庄内町花き種苗費支援事業補助金 ２ 庄内町米需給調整緊急支援補助金

次期作に向けて花き生産者を支援します 飼料用米を生産・出荷する農業者を支援します

●支援対象
町内の花き生産者で庄内町種苗センターを
利用した方

●支援内容
次期作に向けた種子代と庄内町種苗センターの
利用料の1/5を庄内町種苗センターに補助する
ことで、生産者の負担を4/5にする。

●交付金使途
庄内町種苗センター指定管理者への補助金

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

●支援対象
町内の農業者で飼料用米を生産・出荷し
低コスト化の取組を行う方

●支援内容
補助金：10aあたり 2,000円
（主食用米との所得差の一部として支援）

●交付金使途
庄内町農業再生協議会への補助金

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

問い合わせ先： 農林課農産係 ☎0234-42-0169 問い合わせ先： 農林課農政企画係 ☎0234-42-0167



令和3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（2）

3 庄内町中小企業雇用継続奨励金事業 4 庄内町UIJターン者向け町内事業者情報発信事業

雇用を維持した町内事業者を支援します 町内事業者のPR動画を作成します

●支援対象
雇用調整助成金を活用し雇用を維持した町内事業者

●支援内容
奨励金：1事業者あたり 上限45万円

●交付金使途
奨励金

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月
（申請期間：令和3年6月～令和3年8月）

●支援対象
ＵIJターン者の採用に取り組む町内事業者

●支援内容
コロナ禍における採用活動に資するための
PR動画をモデル的に作成する

●交付金使途
動画作成委託費

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

問い合わせ先： 商工観光課商工労働係 ☎0234-42-0138 問い合わせ先： 商工観光課商工労働係 ☎0234-42-0138



令和3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（3）

5 庄内町キャッシュレス決済導入促進支援事業 6 庄内町スポーツ文化合宿支援事業

非接触型決済の導入及び利用を促進します スポーツ等合宿の宿泊費を補助します

●支援対象
一般消費者及び町内の中小企業者
（主に小売・生活サービス事業者等：174店舗）

●支援内容
非接触型決済による購入額に対する
ポイント20％還元分を負担

●交付金使途
ポイント還元にかかる費用
広報費、事務費

●実施時期
キャンペーン実施期間 令和3年6月

●支援対象
スポーツ・文化施設を利用し
町内の宿泊施設で合宿を行った団体

●支援内容
宿泊料補助：1人あたり 2,000円

1団体1回につき 上限10万円

●交付金使途
宿泊料補助
事務費

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

問い合わせ先： 商工観光課商工労働係 ☎0234-42-0138 問い合わせ先： 商工観光課観光物産係 ☎0234-42-2922



令和3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（4）

7 庄内町友好町との観光連携支援事業 8 新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援事業

バスツアー経費の一部を支援します 住宅の感染症対策を支援します

●支援対象
町内旅行事業者

●支援内容
庄内町民または友好町である宮城県南三陸町民を
対象としたバスツアーを催行する場合に経費の一部を
支援する。
バス借上料補助：1台あたり 最大40万円
ツアー参加費補助 等

●交付金使途
補助金

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

●支援対象
対象工事を実施した町民

●支援内容
新型コロナウイルス感染症対策のための住宅の改築
及び修繕等を誘導するとともに、町内における住宅の
建設工事による地域経済の活性化を図る。
（1）地域経済対策＋感染症対策該当工事

工事費の8％
（2）地域経済対策該当工事 工事費の5％

●交付金使途
補助金

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

問い合わせ先： 商工観光課観光物産係 ☎0234-42-2922 問い合わせ先： 建設課都市計画係 ☎0234-42-0860



令和3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（5）

9 避難所安全・安心環境整備事業 10 図書館安全・安心確保事業

避難所施設の環境を整備します 図書用の除菌ボックスを整備します

●事業対象
町内避難所施設

●事業内容
避難所における3密対策・衛生対策を行うため、
老朽化した設備を更新する。

●交付金使途
屋根改修：余目第一公民館
トイレ手洗い自動水栓化交換修繕
：余目第二公民館、余目第三公民館、余目第四
公民館、狩川公民館、清川公民館

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

●事業対象
庄内町図書館、分館

●事業内容
除菌ボックスによる書籍表面の除菌により、
来館者の安心及び職員の消毒対応では
防ぎ切れない部分の安全を確保する。

●交付金使途
除菌ボックス購入費

●実施時期
令和3年4月～令和3年7月

問い合わせ先： 社会教育課社会教育係 ☎0234-43-0183 問い合わせ先： 図書館 ☎0234-43-3039



令和3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（6）

11 行政手続デジタル化事業 12 庄内町消費喚起キャンペーン事業

システム利用で効率化を図ります 桜まつりに代わる抽選イベントを開催します

●事業対象
庄内町役場

●事業内容
LINE公式アカウントによる予約受付機能の
拡充を行う。また、紙による申請等の受付処理に
AI-OCRとRPAを活用し、データ化の精度向上と
業務効率化を図る。

●交付金使途
クラウドシステム利用料

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

●事業対象
町内事業者等

●事業内容
①参加対象店舗（約300店）で
1,000円の購入につき1枚 抽選券発行

（1回の買い物で上限5枚）

②抽選券配布期間終了後、抽選
ホームページ等で当選番号発表
③当選者は、風車市場又はクラッセにて景品交換

●交付金使途
景品（商品券）代、手数料、事務費

●実施時期
令和3年4月～令和3年9月

問い合わせ先： 総務課改革推進係 ☎0234-43-0297 問い合わせ先： 商工観光課観光物産係 ☎0234-42-2922

●AI-OCR とは…
（エーアイ オーシーアール）
紙文書を読み取りデータ化
するOCRにAI技術を組み
込んで精度を向上させるもの

●RPA （アールピーエー）とは…
（Robotic Process Automationの略）

あらかじめ指定したとおりに一定
の作業を自動化するもの

（システム起動、転記、保存 など）



令和3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（7）

13 庄内町若者UIJターン支援事業 14 テレワーク移住体験支援事業

本町に移住する若者と受入企業を支援します テレワーク移住に関心のある個人・企業を支援します

●支援対象

■46歳未満で要件を満たす移住者

①県外から移住し、ハローワークを通して県内に就職
②県外から移住し、テレワークで転入前の業務を継続
■次の要件を満たす町内事業者
③庄内町商工会加入でハローワークに求人を掲載し
移住者支援補助金を受けた方を正規雇用

●支援内容（1人、1世帯、1事業者あたり）

移住者支援補助金：100万円

テレワーク移住支援補助金：複数人世帯 50万円
単身世帯 30万円

移住者雇用促進補助金：60万円

●交付金使途

補助金

●実施時期

令和3年5月～令和4年2月

●支援対象

本町の宿泊施設に宿泊しテレワークを行う個人

及びサテライトオフィスの開設を検討する県外企業等

●支援内容

体験滞在に係る費用(交通費・宿泊費)の1/2
個人：1人あたり上限10万円
企業：1人あたり上限10万円（最大50万円）

●交付金使途

補助金

●実施時期

令和3年5月～令和4年2月

問い合わせ先： 企画情報課移住定住係 ☎0234-42-0228 問い合わせ先： 総務課改革推進係 ☎0234-43-0297



令和3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（8）

15 オンラインスキルアップ講座受講支援事業 16 介護、障がい施設への必需物品供給事業

オンライン講座でスキルアップを図る方を支援します 介護施設等に衛生用品を支援します

●支援対象

クラウドワーカーを目指す町民

●支援内容

町が指定するオンライン講座受講料の1/2を補助
1人あたり 年額2万円を上限

●交付金使途

補助金

●実施時期

令和3年5月～令和4年2月

※クラウドワーカー：WEB上の仲介サービスを通じて
業務を受注し勤務する労働者

●支援対象

町内介護事業所、障がい者施設

●支援内容

ゴム手袋、消毒用アルコール 等

●交付金使途

衛生用品購入費

●実施時期

令和3年5月～令和3年6月

問い合わせ先： 総務課改革推進係 ☎0234-43-0297 問い合わせ先： 保健福祉課介護保険係 ☎0234-42-0151



令和3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（9）

17 地域医療体制維持支援事業 18 健康維持の外出応援事業

ワクチン接種協力医療機関を支援します 住民税非課税世帯の高齢者を支援します

●支援対象

町内の医療機関（ワクチン接種協力医療機関）

●支援内容

病院 ：50万円（1箇所）

診療所：30万円（7箇所）

●交付金使途

支援金

●実施時期

令和3年5月～令和4年3月

●支援対象

住民税非課税世帯の75歳以上の方（約1,000人）

●支援内容

1人あたり 商品券 3,000円

マスク 5枚

●交付金使途

商品券、マスク購入費

郵送料

●実施時期

令和3年5月～令和4年3月

問い合わせ先： 保健福祉課健康推進係 ☎0234-42-0148 問い合わせ先： 保健福祉課高齢者支援係 ☎0234-43-0490



令和3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（10）

19 庄内町の花・応援ＰＲ事業 20 新産業創造館安全・安心環境整備事業

町産の花を公共施設等に展示します 食品販売エリアに手洗い設備を整備します

●支援対象

庄内町花き振興会

●支援内容

公共施設等への展示場所と回数を増やすことで花き

生産者を支援します
【展示場所】
庄内町役場他町内公共施設
山形県庁
庄内総合支庁
友好町 宮城県南三陸町
庄内町内小中学校

●交付金使途

花材代、送料 等

●実施時期

令和3年4月～令和4年3月

●事業対象

庄内町新産業創造館クラッセ 中土間

●事業内容

給排水設備工事及び電気設備工事

●交付金使途

工事費

●実施時期

令和3年6月～令和3年9月

問い合わせ先： 農林課農産係 ℡0234－42-0169 問い合わせ先： 商工観光課新産業創造係 ℡0234－42－2909



令和3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（11）

21 新型コロナウイルス感染症対策相談業務拡充事業 22 児童手当現況届提出郵送対応事業

対策業務のための事務補助員を配置します 面談による提出を郵送に切り替えます

●事業対象

庄内町商工観光課

●事業内容

新型コロナ対策業務のための事務補助員を配置

●交付金使途

会計年度任用職員（期限あり）の人件費

●実施時期

令和3年5月～令和4年3月

●支援対象

児童手当対象家庭

●支援内容

現況届の提出を面談から郵送に切り替え、感染機会

を減らします

●交付金使途

提出のための郵便後納料金

●実施時期

令和3年6月～令和4年3月

問い合わせ先： 商工観光課商工労働係 ℡0234－42-0138 問い合わせ先： 子育て応援課子育て支援係 ℡0234－42－0195



令和3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（12）

23 庄内町令和2年度成人式記念品作成事業 24 行政手続きのペーパーレス化推進事業

記念品を作成・送付します 行政手続きのペーパーレス化を推進します

●事業対象

令和2年度成人式対象者 231名

（平成１１年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方）

恩師 等

●事業内容

新型コロナ感染症の影響により開催できない令和2年度
成人式対象者に記念品（仮称：20歳のアルバム）
を作成し贈呈します

●交付金使途

アルバムデザイン作成謝礼

印刷製本費
郵送料

●実施時期

令和3年4月～令和3年12月

●事業対象
庄内町役場

●事業内容
行政手続きのペーパーレス化を目指し、電子決裁シス
テム等を導入します

●交付金使途
システム構築費、備品購入費

●実施時期
令和3年6月～令和4年3月

問い合わせ先： 社会教育課社会教育係 ℡0234－43－0183 問い合わせ先： 総務課改革推進係 ☎0234-43-0297



令和3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（13）

25 妊産婦への必需物品供給事業 26 こころの健康づくり事業

安心して出産を迎えることができるよう支援します こころの相談窓口の周知と講演会を開催します

●支援対象

町内の妊産婦

●支援内容

1人あたり 不織布マスク 10枚
商品券 10,000円分（必需物品購入支援）

●交付金使途

マスク、商品券購入費

郵送料

●実施時期

令和3年4月～令和4年3月

●事業対象

町民

●事業内容
相談連絡先を表記した個装マスクを関係機関に配置
するほか、こころの健康づくり講演会を開催します

●交付金使途

マスク、シール等購入費

作業手数料
講師謝礼

●実施時期

令和3年6月～令和4年3月

問い合わせ先： 保健福祉課健康推進係 ☎0234-42-0148 問い合わせ先： 保健福祉課健康推進係 ☎0234-42-0148



令和3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（14）

27 女性の衛生用品支援事業 28 農産物交流施設等安全・安心確保事業

女性に生理用品を支給します 風車市場の感染症対策を実施します

●支援対象
生理用品を購入することが困難な女性及び女子児童
生徒

●支援内容
生理用品

●交付金使途
消耗品購入費

●実施時期
令和3年6月～令和4年3月

●事業対象
農産物交流施設（道の駅しょうない 風車市場）

●事業内容
自動ドア設置工事
検温器付き消毒薬ディスペンサー設置
CO2濃度測定器設置
食堂用パーテーション設置
食堂用空気清浄機設置 等

●交付金使途
工事費、備品・消耗品購入費

●実施時期
令和3年6月～令和4年3月

問い合わせ先： 保健福祉課健康推進係 ☎0234-42-0148 問い合わせ先： 農林課農政企画係 ☎0234-42-0167



令和3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（15）

29
庄内町魅力（かち）ある園芸やまがた所得向上支援事業
費補助金 30 庄内町肉用牛肥育経営持続化支援事業費補助金

園芸農家の施設・設備経費を支援します 肉用牛の生産者を支援します

●支援対象

町内農業者団体、農業法人、農協等

●支援内容

園芸農業を振興する上で必要となる、栽培施設の

導入等に係る経費を支援します
1団体 （補助率：県1/3、町1/6）

●交付金使途

補助金

（山形県単独補助事業「令和3年度魅力（かち）ある園芸やまがた

所得向上支援事業」との連携事業）

●実施時期

令和3年4月～令和4年3月

●支援対象
町内の肥育牛生産者
農畜産業振興機構において、肉用牛肥育経営安定
交付金（牛マルキン）交付の対象となる肉用牛の
生産者として登録されている町内肥育牛生産者で、
登録肉用牛を出荷した方

●支援内容
肉用牛肥育経営安定交付金の対象外となる部分の
1/2を補助金として支援（県との連携事業）

2月： 3,000円×3頭 4月：3,000円×3頭

3月： 3,000円×5頭 5月：3,000円×3頭

●交付金使途
補助金

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

問い合わせ先： 農林課農産係 ℡0234－42-0169 問い合わせ先： 農林課農産係 ℡0234－42-0169



令和3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（16）

31 庄内町畜産所得向上支援事業費補助金 32 まちなか温泉安全・安心環境整備事業

畜産業の所得向上に向けた取組を支援します 町湯の感染症対策を実施します

●支援対象

農業協同組合連合会、農業協同組合、

畜産業を営む法人、営農集団 等

●支援内容
（1）籾殻保管庫整備支援 1団体
（2）豚熱防止のための豚舎・堆肥舎等への

防鳥ネット設置支援 3団体
（補助率：県5/12、町1/12）

●交付金使途

補助金

（山形県単独補助事業「令和3年度畜産所得向上支援事業」との

連携事業）

●実施時期

令和3年4月～令和4年3月

●事業対象
まちなか温泉 町湯

●事業内容
空気清浄機設置
非接触式検温器設置
CO2濃度測定器設置
フロント用アクリル板設置
消毒用アルコール 等

●交付金使途
備品・消耗品購入費

●実施時期
令和3年6月～令和4年3月

問い合わせ先： 農林課農産係 ℡0234－42-0169 問い合わせ先： 商工観光課観光物産係 ℡0234－42-2922



令和3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（17）

33 立川地域観光施設安全・安心環境整備事業 34 庄内町コロナ対応商店街販売促進緊急支援事業

北月山荘の感染予防対策を実施します 商店街のセール広告費用を支援します

●事業対象
月の沢温泉 北月山荘

●事業内容
空気清浄機設置
非接触式検温器設置
CO2濃度測定器設置 等

●交付金使途
備品・消耗品購入費

●実施時期
令和3年6月～令和4年3月

●支援対象

セール等を実施する商店街等

●支援内容
感染症の影響により減退した消費の回復を図るため、
商店街等のセール開催に係る広告費用の一部を
支援します

（山形県コロナ対応商店街販売促進緊急支援事業費補助金との

連携事業）定額上限20万円（補助率：町1/2、県1/2）

●交付金使途

補助金

●実施時期

令和3年5月～令和4年3月

問い合わせ先： 立川総合支所立川地域振興係 ℡0234－56－2921 問い合わせ先： 商工観光課商工労働係 ℡0234－42-0138



令和3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（18）

35 公立学校情報機器整備費補助金 36 デジタル教科書サーバ整備事業

ICT授業のスクールサポーターを委託します デジタル教科書利用環境を整備します

●事業対象

町内小中学校

●事業内容

小中学校のICT授業サポートや問い合わせに対応する

サポートを委託します

●交付金使途

サポート委託料

●実施時期

令和3年7月～令和4年3月

●事業対象

庄内町役場、町内小中学校

●事業内容
学校用ネットワークで利用できるデジタル教科書用
サーバを整備します

●交付金使途

サーバ購入費

●実施時期

令和3年6月～令和3年7月

問い合わせ先： 教育課学校教育係 ℡0234－43－0156 問い合わせ先： 教育課教育施設係 ℡0234－43－0127



令和3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（19）

37 教育支援体制整備事業費交付金 38 庄内町住宅環境改善空家除去緊急支援事業

幼稚園の感染症対策を実施します
危険空家の除却を加速させ、

町外からの移住機会を創出します

●事業対象

町内幼稚園5園

●事業内容

保健衛生用品等の購入及び消毒等の取組により感染

症対策の徹底を図る

●交付金使途

消耗品費、消毒作業にかかる経費

●実施時期

令和3年4月～令和4年3月

●支援対象
危険空家の処分に困窮する所有者や管理者に
代わって空家除去を行う代行者

●支援内容
（1件につき上限1,000千円）
〇空家除却工事費：2,500円／床面積1㎡あたり

（平均工事費の20％程度）
〇空家の存する土地の整理に要する工事費

：125円／敷地面積1㎡あたり
（除却による固定資産税上昇相当分）

●交付金使途
補助金

●実施時期
令和3年9月～令和4年2月

問い合わせ先： 教育課学校教育係 ℡0234－43－0156 問い合わせ先： 建設課都市計画係 ☎0234-42-0860



令和3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（20）

39 教職員勤怠管理デジタル化事業 40 庄内町小規模事業者事業継続応援給付金

小中学校に勤怠管理システムを導入します 小規模事業者の事業継続を応援します

●事業対象

町内の小中学校

●事業内容

カード式の勤怠管理システム導入

●交付金使途

消耗品購入費：カード

備品購入費：カードリーダー、アプリケーション

●実施時期

令和3年9月～令和4年3月

●支援対象

町内の小規模事業者（下記要件を満たす対象者）

●支援内容
給付金 1事業者あたり 10万円

●交付金使途

給付金

事務費

●実施時期

令和3年９月～令和4年3月

問い合わせ先： 教育課教育総務係 ☎0234-43-0126 問い合わせ先： 商工観光課商工労働係 ℡0234－42-0138

対象要件

（ア）R3の8月又は9月の売上がR元又はR2の同月の売上と比較し30%
以上減少していること

（イ）「新しい生活様式」の実践例に基づき感染拡大の防止に努めること
（ウ）事業を継続する意思があること



令和3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（21）

41 庄内町生活困窮者世帯コロナ対応生活応援事業 42 保育関連施設感染拡大防止事業

生活困窮者に地元産米と商品券を配布します 子育て施設職員の感染防止を図ります

●支援対象

生活困窮者

社会福祉協議会より生活福祉資金（特例貸付及びその他）の

貸付を受けている世帯、または社会福祉協議会に対し生活困窮に
係る相談をしている世帯
見込み：60世帯（世帯員160人）

●支援内容
地元産米 10kg×（最大）3ヶ月（11月～3月）／1世帯
商品券 1人あたり3万円

●交付金使途

米・商品券購入費及び送料

●実施時期

令和3年11月～令和4年3月

●事業対象
町内保育施設の職員（保育園、子育て支援センター）

●事業内容
抗原検査キット
ビニールエプロン

●交付金使途
消耗品購入費

●実施時期
令和3年11月～令和4年3月

問い合わせ先： 保健福祉課福祉係 ☎0234-42-0149 問い合わせ先： 子育て応援課子育て支援係 ☎0234-42-0195



令和3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（22）

43 子ども食堂支援事業 44 子育て支援センター安全・安心確保事業

子ども食堂の運営を支援します 子育て支援センターに空気清浄機を設置します

●支援対象

子ども食堂運営団体：1団体

●支援内容
地元産新米 30kg
テイクアウト等対応支援金 1万円

●交付金使途

米購入費・支援金

●実施時期

令和3年11月～令和4年3月

●事業対象
子育て支援センター

●事業内容
空気清浄機を設置

●交付金使途
備品購入費

●実施時期
令和3年11月～令和4年3月

問い合わせ先： 子育て応援課子育て支援係 ☎0234-42-0195 問い合わせ先： 子育て応援課子育て支援係 ☎0234-42-0195



令和3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（23）

45 ひとり親世帯等生活支援事業 46 庄内町飼料用米転換促進交付金

ひとり親世帯等に商品券を配布します R4営農計画に向けた需給調整を促進します

●支援対象

子育て応援事業及び高校就学応援事業の対象者

●支援内容
子育て応援事業対象者 ： 5,000円×150人

（ひとり親世帯）

10,000円× 1人
（両親がいない世帯）

高校就学応援事業対象者： 5,000円× 60人
（ひとり親世帯）

●交付金使途

商品券購入費・郵送料

●実施時期

令和3年11月～令和4年3月

●支援対象
管内で多収品種飼料用米の作付け拡大計画を
作成する方針作成者（JA等）

●支援内容
350ha×1,000円/10a

●交付金使途
方針作成者（JA等）への交付金

●実施時期
令和3年10月～令和4年3月

問い合わせ先： 子育て応援課子育て支援係 ☎0234-42-0195 問い合わせ先： 農林課農政企画係 ☎0234-42-0167



令和3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（24）

47 庄内町米価下落対策緊急支援事業補助金 48 地方創生テレワーク推進交付金

主食用米を生産・出荷する農業者を支援します テレワークを推進し新しい人の流れを創出します

●支援対象

町内の農業者で主食用米（つや姫を除く）を

生産・出荷する方
（生産調整非協力者及び出荷契約のない方を除く）

●支援内容
補助金：10aあたり 1,000円
（種子購入費用の約1/2相当額）

●交付金使途

補助金

●実施時期

令和3年4月～令和4年3月

※想定面積：2,270ha

●支援対象
南関東圏在住の20～30代
サテライトオフィス等を町内に開設する企業

●支援内容
ニーズ調査等
イメージ映像制作
広告出稿
業界誌等への記事広告
チラシ製作
セミナー開催
サテライトオフィス等開設支援補助金

●交付金使途
動画制作・広告掲出等の委託費、補助金

●実施時期
令和3年8月～令和4年3月

問い合わせ先： 農林課農政企画係 ☎0234-42-0167 問い合わせ先： 総務課改革推進係 ☎0234-43-0297



令和3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（25）

49 学校保健特別対策事業費補助金 50 疾病予防対策事業費等補助金

小中学校の感染症対策を実施します 健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備

●事業対象

町内小中学校

●事業内容
学校での集団感染のリスクを避けるために必要な備品
や消耗品を購入する。

●交付金使途

消耗品費

●実施時期

令和3年4月～令和4年3月

●事業対象
庄内町役場

●事業内容
個人がマイナポータルを通じて健（検）診情報を閲覧
することや、市町村間での情報連携を行うための改修
○様式の標準化
○情報連携システム改修

●交付金使途
健康管理システム改修業務委託料

●実施時期
令和3年4月～令和4年3月

問い合わせ先： 教育課学校教育係 ℡0234－43－0156 問い合わせ先： 保健福祉課健康推進係 ☎0234-42-0148



令和3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（26）

51 公共施設感染症対策事業 52 感染症拡大防止対策等住民周知事業

感染症検査キットを整備します 感染症に関する注意喚起等を周知します

●事業対象

公共施設

●事業内容
社会生活維持のために必要な公共施設の業務継続
や、公共空間での感染機会削減のため検査キットを
整備し、感染者の早期発見につなげる。

●交付金使途

検査キット購入費

●実施時期

令和4年1月～令和4年3月

●事業対象

町民

●事業内容
チラシの全戸配布等により感染症に関する注意喚起
や支援策等を周知する。

●交付金使途

チラシ印刷費、郵送料

●実施時期

令和4年1月～令和4年3月

問い合わせ先： 総務課総務係 ℡0234－42－0128 問い合わせ先： 環境防災課危機管理係 ℡0234－43－0242


