
令和４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

№ 事 業 名 交付金区分 担 当 課

1 公共的空間安全・安心確保事業 通常分

商工観光課 新産業創造係
教育課 教育施設係

企画情報課 コミュニティ推進係
立川総合支所 立川地域振興係

2 庄内町若者UIJターン支援事業補助金 通常分 企画情報課 移住定住係

3 テレワークを応援する町推進事業 通常分 商工観光課 商工労働係

4 庄内町の花応援・PR事業 通常分 農林課 農産係

5 米需給調整緊急支援事業 通常分 農林課 農政企画係

6 庄内町中小企業者緊急支援給付金 通常分 商工観光課 商工労働係

7 新型コロナウイルス感染症対策相談業務拡充事業 通常分 商工観光課 商工労働係

8 庄内町新規学卒者等採用活動支援事業 通常分 商工観光課 商工労働係

9 庄内町飲食店等にぎわい応援事業 通常分 商工観光課 商工労働係

10 庄内町コロナ対応商店街販売促進緊急支援事業 通常分 商工観光課 商工労働係

11 事業削除

12 事業削除

13 定住応援住まいづくり補助金
通常分（No.13)

物価高騰分(No.40)
建設課 都市計画係

14 行政情報デジタルコンテンツ活用事業 通常分 企画情報課 情報発信係

15 庄内町キャッシュレス決済ポイント還元事業
通常分(No.15)

物価高騰分(No.41)
商工観光課 商工労働係



令和４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

№ 事 業 名 交付金区分 担 当 課

16 子ども食堂支援事業 通常分 子育て応援課 子育て支援係

17 子育て施設安全・安心確保事業 通常分
子育て応援課 子育て支援係

教育課 教育施設係
教育課 学校教育係

18 子育て施設原油価格・物価高騰等緊急対策支援事業 物価高騰分 子育て応援課 子育て支援係

19 学校給食費等保護者負担軽減事業
通常分(No.19)

物価高騰分(No.42)
教育課 学校給食共同調理場

20 庄内町種苗センター事業継続支援事業 物価高騰分 農林課 農産係

21 庄内町運送事業者等緊急支援給付金

通常分(No.21)

物価高騰分(No.43)

重点交付金(No.44)

商工観光課 商工労働係

22 通院等交通費助成事業 物価高騰分 保健福祉課 福祉係

23 庄内町畜産農家等応援補助金 物価高騰分 農林課 農産係

24 庄内町稲作農業応援補助金

通常分(No.24)

物価高騰分(No.45)

重点交付金(No.46)

農林課 農政企画係

25 子育て世帯原油価格・物価高騰等緊急対策支援事業
通常分(No.25)

物価高騰分(No.47)
子育て応援課 子育て支援係

26 冬の生活応援灯油購入費助成事業 物価高騰分 保健福祉課 福祉係

27 生活困窮者世帯コロナ対応生活応援事業 物価高騰分 保健福祉課 福祉係

28 庄内町中小企業者原油価格・物価高騰緊急支援事業 物価高騰分 商工観光課 商工労働係



令和４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

№ 事 業 名 交付金区分 担 当 課

29 庄内町製造業者燃料費等高騰緊急支援事業 重点交付金 商工観光課 商工労働係

30 学校給食費等無償化による子育て世帯応援事業

通常分(No.30)

物価高騰分(No.48)

重点交付金(No.49)

教育課 学校給食共同調理場
子育て応援課 子育て支援係

31 エネルギー・物価高騰に伴う子育て世帯支援事業 重点交付金 子育て応援課 子育て支援係

32 高齢者、障がい者施設の原油価格高騰対策支援事業

通常分(No.32)

物価高騰分(No.50)

重点交付金(No.51)

保健福祉課 介護保険係

33 庄内町指定管理者光熱費高騰支援事業 重点交付金 指定管理施設担当課

34 水道料金等生活応援事業 通常分 企業課 業務係
環境防災課 環境衛生係

35 農業水利施設原油価格高騰対策事業 重点交付金 農林課 農林水産係

36 妊娠出産子育て支援交付金 物価高騰分 保健福祉課 健康推進係

37 デジタル田園都市国家構想推進交付金 通常分 教育課 教育施設係

38 地域少子化対策重点推進交付金 通常分 企画情報課 まちづくり係

39 学校保健特別対策事業費補助金 通常分 教育課 学校教育係

40～51は同一事業の交付金区分配分による追加事業番号



令和４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 公共的空間安全・安心確保事業 ２ 庄内町若者UIJターン支援事業補助金

３密対策・衛生対策の環境整備を行います 本町に移住する若者と受入企業を支援します

● 事業対象
（ア）新産業創造館
（イ）余目第一小学校（特別支援教室）

立川小学校（保健室）

立川中学校（特別支援教室）

（ウ）農林漁業体験実習館
（エ）余目第四まちづくりセンター
（オ）余目第一、余目第二、余目第三、狩川まちづくりセンター

● 事業内容
（ア）貸オフィス空調設備更新
（イ）エアコン設置・更新
（ウ）水道設備改修
（エ）空調設備更新
（オ）トイレ手洗い自動水栓化

● 交付金使途
設備更新費、機器設置工事費

● 支援対象
（ア）46歳未満で要件を満たす移住者

①県外から移住し、県内企業等に就職
②県外から移住し、テレワークで転入前の業務を継続

（イ）次の要件を満たす町内事業者
③庄内町商工会加入で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）

（ア）移住者支援補助金： 100万円

テレワーク移住補助金： 複数人世帯 50万円

単身世帯 30万円

（イ）移住者雇用促進補助金： 60万円

● 交付金使途
補助金

問い合わせ先

商工観光課 新産業創造係 ☎0234－42－2909
教育課 教育施設係 ☎0234－43－0127
立川総合支所 立川地域振興係 ☎0234－56－2921
企画情報課 コミュニティ推進係 ☎0234－42－3571

問い合わせ先 企画情報課移住定住係 ☎0234-42-0228



令和４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 テレワークを応援する町推進事業 4 庄内町の花応援・PR事業

テレワークを支援し移住や企業を呼び込みます 町内の花き生産者を支援します

● 支援対象
（ア）町内にサテライトオフィスを開設しようとする

町外事業者
（イ）(株)クラウドワークス主催の講座を受講する

町内在住者
（ウ）町内の宿泊施設に滞在し、テレワーク移住体験

を行う町外在住者及び町内にサテライトオフィ
ス開設を検討する町外事業者

● 支援内容・事業内容
（ア）オフィス開設補助金

上限100万円（町湯回数券（11回券）2セット付）/事業者

（イ）オンライン講座スキルアップ補助金 上限2万円/人

（ウ）滞在体験事業補助金 10万円/件

（エ）サテライトオフィスニーズ調査業務委託料 110万円

● 交付金使途
補助金、報償費、委託料

● 支援対象
（ア）庄内町種苗センターを利用した町内花き生産者
（イ）庄内町花き振興会

● 支援内容
（ア）次期作に向けた種子代と庄内町種苗センター利用料の

1/5を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。

（イ）庄内町花き振興会への負担金を増額し、町内外への花
の展示及びプレゼント事業を行うことで、町内生産花き
利用とPRを促進し、生産者支援と生産振興を図る。
展示：町内小中学校、県庁、庄内総合支庁、南三陸町、役場庁舎
プレゼント：結婚・出産祝、移住者交流会等イベント時等

● 交付金使途
（ア）補助金
（イ）庄内町花き振興会負担金

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 農林課農産係 ☎0234－42-0169



令和４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 米需給調整緊急支援事業 6 庄内町中小企業者緊急支援給付金

需給調整に対応する農業者を支援します 売上が減少した中小企業者を支援します

● 支援対象
要件となる生産に取り組む町内農業者

（農業再生協議会経由）

● 支援内容
（ア）飼料用米助成（複数年契約） 10aあたり6,000円

（イ）加工用米助成（低コスト化支援） 10aあたり5,000円

（ウ）大豆助成（畝立て同時播種等先進的取組）

10aあたり5,000円

（エ）そば輪作導入支援（飼料用米とそばの輪作計画に基づく

作付け） 10aあたり5,000円

（オ）高収益作物の大規模化（60a以上）

10aあたり5,000円

● 交付金使途
補助金

● 支援対象
町内の中小企業者
※ただし、国の事業復活支援金の給付の要件を満たす者及び

まん延防止等重点措置を集中的に実施するため、山形県知事
が行う営業時間の短縮要請の対象となった事業者を除く。

● 主な要件
（ア）R4の1月又は2月の農業以外の事業収入の額がH31からＲ３まで

のいずれかの年の同じ月の売上と比較し20％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防止に努めること
（ウ）事業を継続する意思があること

● 支援内容
1事業者あたり 10万円

● 交付金使途
給付金
事務費

問い合わせ先 農林課農政企画係 ☎0234-42-0167 問い合わせ先 商工観光課商工労働係 ☎0234－42-0138



令和４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 新型コロナウイルス感染症対策相談業務拡充事業 8 庄内町新規学卒者等採用活動支援事業

対策業務のための事務補助員を配置します 企業のUIJターン希望者の採用を促進します

● 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

（配置期間：令和4年4月～令和5年3月）

● 交付金使途
会計年度任用職員（期限あり）の人件費

● 支援対象
就職情報サイト等を活用した採用活動に取り組む
町内の中小企業者

● 支援内容
補助率1/2 1件あたり上限 20万円

● 交付金使途
補助金

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４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 庄内町飲食店等にぎわい応援事業 10 庄内町コロナ対応商店街販売促進緊急支援事業

消費を喚起するスタンプラリーを支援します 商店街等が行うセールの広告費用を支援します

● 支援対象
町内の飲食店、一店逸品研究会参加店等

● 支援内容
「たべぶら」と「一店逸品」のコラボによるスタンプ
ラリーで町内飲食店・商店等の振興を図る。
（スタンプラリー実施時期： 令和4年9月～12月）

● 交付金使途
補助金

● 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
支援する。
（山形県中心市街地・商店街活性化支援事業費補助金との連携事業）

補助率 定額 定額上限 10万円 （補助率：町1/2、県1/2）

● 交付金使途
補助金

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４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 事業削除 12 事業削除

他の交付金・補助金で実施したため事業削除 他の交付金・補助金で実施したため事業削除



令和４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 定住応援住まいづくり補助金 14 行政情報デジタルコンテンツ活用事業

住宅の感染症対策を支援します デジタルコンテンツ有効活用のための整備を行います

● 支援対象
対象工事・住宅取得を実施した町民

● 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。
また、原油価格・物価高騰の影響を受ける町民の町
内の住宅取得を支援する。

（1）地域経済対策＋感染症対策該当工事
補助対象工事費の8％

（2）地域経済対策該当工事・住宅取得
工事：補助対象工事費の5％

取得：住宅取得費の7％

※いずれも補助上限あり

● 交付金使途
補助金

● 事業対象
庄内町役場

● 事業内容
・見やすくわかりやすいデジタルコンテンツ制作・配信の
ための整備
パソコン、タブレット等購入
映像編集ソフトライセンス
デザイン相談サービス利用
AI-OCRシステムライセンス

・会議等におけるデジタルコンテンツ利活用のための整備
大型ディスプレイ購入
WEBカメラ購入
プロジェクター・スクリーン購入
リモートワーク用パソコン・アクセス経費

● 交付金使途
備品購入費
ライセンス使用料
サービス利用料 等

問い合わせ先 建設課都市計画係 ☎0234-42-0860 問い合わせ先 企画情報課 情報発信係 ☎0234－42－0157



15 庄内町キャッシュレス決済ポイント還元事業 16 子ども食堂支援事業

地域消費喚起とキャッシュレス決済定着促進 感染症対応と研修費用を支援します

● 支援対象
一般消費者 及び 町内の中小企業者等

● 支援内容
キャッシュレス決済の金額の15％に相当する
ポイントを付与する（1ヶ月最大5,000円相当）

実施期間：9月～10月

● 交付金使途
ポイント還元にかかる費用
事務費 等

● 支援対象
子ども食堂運営団体

● 支援内容
テイクアウト等にかかる経費の支援
居場所や人とのつながりの喪失による孤立化を
社会全体で防ぐための研修を受ける費用の支援

● 交付金使途
支援金

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４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）



17 子育て施設安全・安心確保事業 18 子育て施設原油価格・物価高騰等緊急対策支援事業

子育て施設の感染予防対策を実施します 町内の認可教育・保育施設を支援します

● 支援対象
（ア）認定こども園からふる、すくすく保育園
（イ）子育て支援センター、学童保育所
（ウ）町内幼稚園

● 支援内容
（ア）遊戯室への空調設備設置（感染症対策）

網戸・間仕切り、モニター付きインターホン等
設置費用等を支援

（イ）網戸設置、CO2濃度計購入
（ウ）・ モニター付きインターホン設置

・ 預かり保育室の空調設備更新（感染症対策）

・ 保健衛生用品及び備品購入
（消毒薬、消毒薬噴霧器、サーキュレーター 等）

● 交付金使途
（ア）交付金
（イ）（ウ）消耗品費、備品購入費、設置費

● 支援対象
３施設
（余目保育園・すくすく保育園・認定こども園からふる）

● 支援内容
原油価格・物価高騰等の影響により値上がりした
給食等の賄材料費を支援し、給食費を値上げしな
いことで保護者の負担軽減を図る。
支援額 余目保育園 ： １，001千円

すくすく保育園 ： 673千円

認定こども園からふる ： 591千円

また、光熱費を支援することで事業者の施設運営
負担の軽減を図る。
支援額 余目保育園 ： 445千円

すくすく保育園 ： 417千円

認定こども園からふる ： 604千円

● 交付金使途
支援金

問い合わせ先
子育て応援課 子育て支援係 ☎0234-42-0195
教育課 教育施設係 ☎0234-43-0127
教育課 学校教育係 ☎0234-43-0156

問い合わせ先 子育て応援課 子育て支援係 ☎0234-42-0195

令和４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）



19 学校給食費等保護者負担軽減事業 20 庄内町種苗センター事業継続支援事業

給食費値上がり分の保護者負担を軽減します 種苗センターの事業継続を支援します

● 支援対象
子育て家庭

● 支援内容
原油価格・物価高騰等の影響により本来給食費に
反映される値上がり分を据え置きし、保護者の
負担軽減を図る。
・中学校：27.91円×197食×548人

・小学校・幼稚園：22.11円×201食×1,051人

（12ヶ月分、千円未満切捨）

● 交付金使途
値上がり分据え置きにかかる費用
（賄材料費の値上がり相当分）

● 支援対象
庄内町種苗センター

● 支援内容
原油価格及び物価高騰の影響による経費掛かり増し
や、コロナ禍における消費縮小に伴う施設利用の低
下により経営に影響を来たしている施設の事業継続
を図ることにより、町内花き生産者が安価で花苗を
調達し、安定した経営ができるよう支援する。
・燃料費 ： Ａ重油量×R3単価との差額
・資材費 ： トレー、用土、農薬、肥料の使用量に応じ

R3単価との差額
・施設利用料 ： 利用数に応じR3とR4の比較減少数

×利用料金
支援額 ： 燃料費、資材費、施設利用料の80％

● 交付金使途
支援金

問い合わせ先 教育課 学校給食共同調理場 ☎0234－56-3207 問い合わせ先 農林課 農産係 ☎0234-42-0178

令和４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）



21 庄内町運送事業者等緊急支援給付金 22 通院等交通費助成事業

町内の運送事業者等を支援します 障害者の通院等交通費を支援します

● 支援対象
町内の運送事業者等

● 支援内容
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や燃料価格
の高騰によって大きな影響を受けている町内の
運送事業者等を支援するために給付金を支給する。
【実施期間】第１弾：9～10月 第２弾：1～2月

・山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金の支給を
受ける事業者
トラック1台につき 3万円

・貨物軽自動車運送業を営む事業者
トラック1台につき 1万円

・山形県地域公共交通事業者原油高騰等支援金の支給を
受ける事業者
タクシー1台につき 2.5万円

・運転代行業を営む事業者
運転代行車1台につき 2.5万円

● 交付金使途
給付金、事務費

● 支援対象
障害者社会参加移動支援事業対象者
医療機関通院交通費助成事業対象者（人工透析）

● 支援内容
地元商品券（ゆりカード） 5,000円分

原油価格の高騰や新型コロナウイルス感染症の
影響が長引く状況を踏まえ、通院等に必要な
交通費の一部を助成する。

● 交付金使途
商品券購入費、郵送料

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 保健福祉課 福祉係 ☎0234-42-0149

令和４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）



23 庄内町畜産農家等応援補助金 24 庄内町稲作農業応援補助金

畜産農業者を支援します 生産者の経営継続を支援します

● 支援対象
町内の畜産農家等
養豚（一貫・肥育） 、 肉用牛（繁殖・肥育）
酪農（乳用牛）、 家きん（採卵鶏）

● 支援内容
①配合飼料：工場渡価格の価格上昇前平均価格と

R4.4価格の差額の1/10相当額を補助する。
（≒2,700円/t・月）

②粗飼料：輸入価格の価格上昇前平均価格と
R4.4価格の差額の1/10相当額を補助する。
（肥育牛：110円/頭・月、繁殖牛：430円/頭・月、酪農：620円/頭・月）

・ 中規模経営体：上限10万円/月

・ 大規模経営体：上限15万円/月

● 交付金使途
補助金

● 支援対象
町内の生産者（農業再生協議会経由）

● 支援内容
肥料の価格上昇分を助成し、農業所得確保と
経営継続を図る。
主食用稲、特栽、直播：10aあたり1,000円

● 交付金使途
補助金
事務費

問い合わせ先 農林課 農産係 ☎0234-42-0178 問い合わせ先 農林課 農政企画係 ☎0234-42-0168

令和４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）



25 子育て世帯原油価格・物価高騰等緊急対策支援事業 26 冬の生活応援灯油購入費助成事業

ひとり親世帯等を支援します 生活困窮者の暖房費用を支援します

● 支援対象
（ア）低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活

支援特別給付金（ひとり親世帯分）の受給者
（児童数：180人）

（イ）同上（ひとり親世帯以外分）の受給者
（児童数：145人）

● 支援内容
支援金 1人あたり50,000円

● 交付金使途
支援金
事務費

● 支援対象
（ア）高齢者のみの世帯：600世帯

（イ）重度心身障害者が属する世帯：56世帯

（ウ）ひとり親家庭の世帯：61世帯

（エ）生活保護世帯：62世帯

● 支援内容
（ア）～（ウ）
地元商品券（ゆりカード） 1件あたり10,000円分

（エ）
地元商品券（ゆりカード） 1件あたり5,000円分

● 交付金使途
商品券購入費

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 保健福祉課 福祉係 ☎0234-42-0149

令和４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）

【 補 足 】
山形県低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金の対象
世帯である（ア）～（ウ）については、1件あたり5,000円
が上乗せされていますが、この5,000円に対して県から
補助金として2,500円が財源充当されることになります。



27 生活困窮者世帯コロナ対応生活応援事業 28 庄内町中小企業者原油価格・物価高騰緊急支援事業

生活困窮世帯を支援します 売上・粗利が減少した中小事業者を支援します

● 支援対象
（ア）4月1日から令和5年2月28日までの間に、

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

見込み計：64世帯（世帯員167人）
（イ）4月1日から令和5年2月28日までの間に、

社会福祉協議会に対し生活困窮に係る相談を
継続的に行っている世帯

見込み計：30世帯（世帯員64人）

● 支援内容
（ア）及び（イ）に対する支援
地元商品券（ゆりカード）：1人あたり30,000円分

（イ）に対する支援
地元産米：1世帯あたり最大20kg（10kg×2回）

● 交付金使途
地元産米購入費
配送・郵送費
商品券購入費

● 支援対象
町内の中小事業者
※ただし、事業No.29庄内町製造業者燃料費等高騰緊急支援
事業の対象となったものを除く

● 支援内容
給付金（県事業への上乗せ支援）

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金（第二弾）

の支給を受ける中小企業者に上乗せ
法人：10万円 個人事業主：5万円

● 交付金使途
給付金
事務費

問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 ☎0234-42-0149 問い合わせ先 商工観光課 商工労働係 ☎0234－42-0138

令和４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）



29 庄内町製造業者燃料費等高騰緊急支援事業 30 学校給食費等無償化による子育て世帯応援事業

町内の製造業者を支援します 給食費等無償化で保護者の負担を軽減します

● 支援対象
町内の製造業者
※ただし、事業No.28庄内町中小企業者原油価格・物価高騰
緊急支援事業の対象となったものを除く

● 支援内容
補助金
令和4年７～９月分のいずれかの月の燃料費
（ガソリン代、灯油代、軽油代、重油代に限る）及び
光熱費（電気代及びガス代）の合計から前年同月に
使用した燃料費及び光熱費の合計額を差し引
いた額（千円単位）

補助額：下限10万円～上限200万円

● 交付金使途
補助金
事務費

● 支援対象
子育て家庭

● 支援内容
・給食費
中学校：6,000円×3か月×548名

小学校：5,300円×3か月×848名

幼稚園：4,000円×3か月×144名

・3歳児以上月額副食費
保育認定：4,500円×3か月×162名

教育認定：4,000円×3か月×14名

● 交付金使途
無償化にかかる費用

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
教育課 学校給食共同調理場 ☎0234－56-3207
子育て応援課 子育て支援係 ☎0234-42-0195

令和４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）



31 エネルギー・物価高騰に伴う子育て世帯支援事業 32 高齢者、障がい者施設の原油価格高騰対策支援事業

これまで支給対象外だった子育て世帯を支援 高齢者、障がい者施設を支援します

● 支援対象
子育て世帯
（ア）令和4年10月分の児童手当受給者：1,662名

（15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方）

（イ）15歳～17歳までの児童の保護者：430名

（令和4年4月1日現在で15歳から17歳までの児童を養育する方）

※支援対象外（既に支援を受けている方等）

・子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の
対象となった受給者

・公務員

● 支援内容
支援金：1人あたり10,000円

● 交付金使途
支援金、郵送料、名簿作成手数料、振込手数料
セブン銀行ATM送金手数料、事務消耗品

● 支援対象
町内に住所を有する高齢者、障がい者施設
高齢者施設・事業所 ： 15事業所

障がい者施設 ： 7事業所

● 支援内容
支援金
・入所者30名以上の施設：1万円×事業所の定員人数

・入所者30名未満の施設：30万円

・通所サービス・小規模多機能型居宅介護：20万円

・訪問サービス、居宅介護支援：10万円

● 交付金使途
支援金

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 保健福祉課 介護保険係 ☎0234-42-0151

令和４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）



33 庄内町指定管理者光熱費高騰支援事業 34 水道料金等生活応援事業

指定管理施設の光熱費の高騰分を支援します 物価高騰等による生活にかかる負担を軽減します

● 支援対象
町内施設の指定管理者

● 支援内容
指定管理施設にかかる光熱費の高騰分の支援
令和4年度各月電気・ガス使用量の実績

×
燃料費調整額等の差額（対前年度同月との差額）

● 交付金使途
指定管理委託料（高騰分）※一時的な支援給付

● 支援対象
（ア）町の上水道利用世帯・事業所等（公共施設等は除く）

（イ）上記に該当しない世帯（井戸水等利用世帯）

● 支援内容
（ア）令和5年1月～3月分の上水道基本料金の免除
（イ）地元商品券（ゆりカード） 3,000円分

● 交付金使途
（ア）上水道基本料金免除にかかる費用

システム改修費
お知らせチラシ印刷折込手数料

（イ）商品券購入費
郵送料
事務費

問い合わせ先 指定管理施設担当課 問い合わせ先
企業課 業務係 ☎0234-42-0185
環境防災課 環境衛生係 ☎0234-43-0248

令和４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）

内 訳

・まちづくりセンター（5施設）

・温泉施設（1施設）

・文化ホール（1施設）

・体育施設（15施設）

・種苗センター（2施設）

・農産物交流施設（直売所）（1施設）

・カート場（1施設）



35 農業水利施設原油価格高騰対策事業 36 妊娠出産子育て支援交付金

土地改良区（農業水利施設）の経営維持を支援します 妊娠期から子育てを応援します

● 支援対象
最上川土地改良区
（国、県、団体営で施工した揚水・排水施設 ： 43施設）

● 支援内容
R4年4月～9月までの電気料金上昇分の一部
（R4電気料-R3電気料）
補助率：1/2

● 交付金使途
補助金

【国庫補助事業】

● 支援対象
町内に住所を有する妊婦と令和4年4月1日以降
出生した児の養育者

● 支援内容
（ア）妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で

相談に応じる伴走型相談支援の充実

（イ）妊婦・子育て世帯への経済的支援
① 出産応援給付金 妊婦1人あたり5万円

令和4年4月1日以降、母子手帳交付を受けた方

及び出産した方

② 子育て応援給付金 出生児１人あたり５万円

令和4年4月1日以降出生した児の養育者

● 交付金使途
給付金、事務費

■伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的事業
財源内訳：国2/3、県1/6、町1/6

問い合わせ先 農林課 農林水産係 ☎0234－43-0308 問い合わせ先 保健福祉課 健康推進係 ☎0234－42-0176

令和４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）



37 デジタル田園都市国家構想推進交付金 38 地域少子化対策重点推進交付金

学校のネットワーク通信を強化します 新婚世帯の新生活を応援します

【国庫補助事業】

● 事業対象
町内小中学校

● 事業内容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため友好
町とのオンラインによる交流や学習に利用する
GIGAスクールネットワークの通信強化を図る。
【事業名：GIGAスクールネットの通信環境強化による

オンラインFull活用事業】

● 交付金使途
工事費
回線使用料
プロバイダ利用料
機器導入費

【国庫補助事業】

● 支援対象
町内に住所を有する夫婦ともに39歳以下で
夫婦の合計所得が400万円未満の世帯

● 支援内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な
理由で結婚をためらう若者を後押し支援するもの。
住宅賃借費用支援金

29歳以下：上限600千円×7件＝4,200千円

39歳以下：上限300千円×2件＝600千円

（財源内訳：国2/3、町1/3）

● 交付金使途
給付金、事務費

問い合わせ先 教育課 教育施設係 ☎0234－43-0127 問い合わせ先 企画情報課 まちづくり係 ☎0234－42-0162

令和４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）



39 学校保健特別対策事業費補助金 以下、交付金区分配分による追加事業番号

小中学校の感染症対策を実施します
事業
No.

事業名と区分

【国庫補助事業】

● 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、備品購入費

40
定住応援住まいづくり補助金

【物価高騰分】

41
庄内町キャッシュレス決済ポイント還元事業
【物価高騰分】

42
学校給食費等保護者負担軽減事業
【物価高騰分】

43
庄内町運送業事業者等緊急支援給付金
【物価高騰分】

44
庄内町運送業事業者等緊急支援給付金
【重点交付金】

45
庄内町稲作農業応援補助金
【物価高騰分】

46
庄内町稲作農業応援補助金
【重点交付金】

47
子育て世帯原油価格・物価高騰等緊急対策支援事業
【物価高騰分】

48
学校給食費等無償化による子育て世帯応援事業
【物価高騰分】

49
学校給食費等無償化による子育て世帯応援事業
【重点交付金】

50
高齢者、障がい者施設の原油価格高騰対策支援事業
【物価高騰分】

51
高齢者、障がい者施設の原油価格高騰対策支援事業
【重点交付金】問い合わせ先 教育課 学校教育係 ☎0234－43-0156

令和４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）
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