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
庄内町の新型コロナウイルス感染症対応事業
予算区分

（ 予…予備費

①：補正第1号

②：補正第2号

Ⅰ 感染拡大の防止
～地域の命を守る～
1. 妊産婦・高齢者等への必需物品供給事業（予①③④⑩）
2. 住民主体の健康づくり団体への健康支援事業（①④）
3. 感染症拡大防止対策についての住民周知事業（①③④⑩）
4. 公共的空間安全・安心確保事業（①③④⑩）
5. 子育て支援センター安全・安心確保事業（③）
6. 学童保育所安全・安心確保事業（③）
7. 避難所安全・安心確保事業（③④）
8. 児童手当・児童扶養手当現況届提出郵送対応事業（③）
20. 地域コミュニティの安全・安心確保事業（④）
21. 地域活動団体への健康支援事業（④）
22. ライフラインを守る公共機関３密対策事業（④）
23. 学校保健特別対策事業費補助金（④）
24. 地域医療体制維持支援事業（④⑩）
25. 幼稚園安全・安心確保事業（④）
53. 窓口の安全・安心対策事業（⑧）
54. 収納窓口の安全・安心対策事業（⑧）
55. 選挙投開票所の安全・安心対策事業（⑧）
56. 学校安全・安心確保事業（⑧）
63. 民間認可保育園安全・安心確保事業（⑩）

【令和２年度 補正予算】
①補正第 1号： 4/8
②補正第 2号： 5/1
③補正第 3号： 6/9
④補正第 4号： 8/5
⑤補正第 5号： 9/1
⑥補正第 6号： 9/14
⑦補正第 7号：11/30
⑧補正第 8号：12/8
⑨補正第 9号： 1/26
⑩補正第10号： 2/17

第一次：№1～№19
③：補正第3号

第二次追加：№20～№52

④：補正第4号

⑤：補正第5号

第三次追加：№53～№67

⑧：補正第8号 ⑩：補正第10号以降 ）

Ⅱ 雇用の維持と事業の継続

Ⅲ 経済活動の回復

～暮らしを支え、守りきる～

～地域経済を立て直す～

9. ひとり親等家庭への生活支援事業（③④）
10. 子育て家庭への生活支援事業（②④）
11. 緊急地域経済対策プレミアム付商品券事業（①）
12. 事業者への緊急地域経済対策支援金（②⑧）
13. 山形県緊急地域経済対策協議会負担金（①）
26. 庄内町中小企業緊急災害対策等利子補給金（①⑧⑩）
27. 山形県信用保証協会保証料補給金（⑩）
28. 庄内町中小企業新生活様式対応支援補助金（④）
29. 庄内町事業承継・雇用継続奨励金（④）
30. 民間認可保育園事業者への支援事業（④）
31. 介護等福祉施設コロナ対策応援米事業（④）
32. 県外学生への食等の支援事業（④）
33. 若者UIJターン支援事業（④）
34. 生活困窮者等「食」の支援事業（④）
35. 生活困窮者等世帯コロナ対応生活応援米支給事業（④）
57. 新生児子育て特別応援金給付事業（⑧）
64. 子育て家庭への生活支援事業
（自宅待機・休所休園時保育料無償化）（⑩）
65. ひとり親等家庭への特別応援事業（⑩）
66. 庄内町コロナ感染症対策生活応援事業（⑩）

資料

14. 緊急地域経済対策元気もりもり券事業（③④）
15. 観光施設等誘客支援事業（③④）
16. 庄内町の花応援・PR事業（③）
17. 特産品販売支援事業（③④）
18. 飲食店等にぎわい応援事業（③）
36. 新型コロナ対策宣言店応援事業（④）
37. 交通機関応援事業（④⑧）
38. 友好町との観光連携支援事業（④）
39. 滞在型観光誘客支援事業（④）
40. 医療・介護・障害福祉施設等従事者応援事業（④）
41. 新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援事業（④）
42. 庄内町花き種苗費支援事業補助金（④）
43. 庄内町肉用牛肥育経営緊急支援事業費補助金（④⑤）
44. 庄内町和牛及び酪農家飼料費支援事業補助金（④）
45. 庄内町商店街販売促進緊急支援事業補助金（④）
46. 6次産業化商品開発等支援事業（④）
58. 庄内町住環境向上及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業
（新築住宅支援分） （⑧）
59. 庄内町住環境向上及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業
（住宅リフォーム支援分） （⑧）
67. 飲食店等緊急支援給付金（⑩）

Ⅳ 強靭な経済構造の構築
議案第43号
議案第44号
議案第45号
議案第85号
議案第95号
議案第106号 ※予防接種関連
議案第110号 ※人件費関連
議案第117号
議案第1号
※除雪費関連
議案第2号
緊急時対応段階

～感染症に強い地域経済を～
19.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
60.
61.
62.

小中学校情報機器整備事業（④⑧）
オンライン会議・相談設備整備事業（④⑧）
行政のIT化に係るアドバイザー事業（④）
庄内町中小企業オンライン化促進支援補助金（④）
新産業創造館ネットワーク環境整備事業（④）
多様な働き方支援事業（④）
避難所安全・安心環境整備事業（④⑧）
小中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業（③）
オンライン窓口整備事業（⑧⑩）
マイナンバーカード取得促進事業（⑧）
継続・回復段階

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. 妊産婦・高齢者等への必需物品供給事業
● 妊産婦・高齢者等に支援品を配布します（交付金対象事業費

2.住民主体の健康づくり団体への健康支援事業
8,046千円）

●支援対象者
①妊産婦
②75歳以上の在宅高齢者
③感染症予防支援が必要な以下に該当する在宅の方

・身体障害者手帳1.2級のうち心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能障害の方
・療育手帳の交付を受けている方
・生活保護受給世帯の方

④町内の医療機関、介護・障害者事業所 等
⑤町内全世帯

※個別に成長段階に合った必需物品を購入できるよう、商品券を配布します。

②は1人当たり布マスク1枚（町内事業者生産品）
③は1人当たりマスク5枚
④は衛生用品（マスク、消毒用アルコール、ゴム手袋、ガウン等）
⑤は1世帯あたりマスク10枚

●実施時期
令和2年4月～令和3年3月
問い合わせ先
保健福祉課健康推進係 ℡0234－42－0147

817千円）

●支援対象者
住民主体の健康づくり団体 26団体 等
●支援内容
マスク、消毒用アルコール、リーフレット 等
●交付金使途
上記購入費
●実施時期
令和2年4月～令和3年3月

●支援内容
①は1人当たりマスク5枚と
町内事業所で利用できる商品券（10,000円分）

●交付金使途
マスク・商品券購入費、郵送料、配布手数料

● マスクや消毒用アルコールを配布します（交付金対象事業費

対象26団体（予定）
・庄内シニアサロン
・緑町ひまわりクラブ
・御殿町いきいき百歳体操おもと会
・健サロン
・喜久会
・杉浦いきいきクラブ
・貢地目茶話会 (ふれあい）
・囲町老人クラブ
・上朝丸わかもの体操クラブ
・ATemPoいきいき百歳体操
・101健康クラブ
・こいで葉サロン

・吉方いきいきサロン
・若葉会
・いけいけ体操
・京島いきいきクラブ
・コスモス班しあわせ班
・あやめ会
・「100歳体操」in古関
・亀鶴会
・中堀野いきいきクラブ
・ＧＭＴの会
・前田野目老人クラブ
・すこやかサークル
・館老人クラブ
・けんこうマージャン倶楽部 等

問い合わせ先
保健福祉課健康推進係 ℡0234－42－0147
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.感染症拡大防止対策についての住民周知事業

4.公共的空間安全・安心確保事業

● チラシ等で感染予防を呼びかけます（交付金対象事業費

● 感染防止設備等を整備します（交付金対象事業費

2,738千円）

●支援対象者・施設
①町民
②公共施設
③町内の介護・障害者事業所 等

●支援対象施設
公共施設 等

●支援内容
広報に感染予防啓発チラシを折り込み
公共施設等に感染予防啓発ポスターを掲示
新聞広告で支援策等を周知
避難所での注意点等を追記してハザードマップを更新
●交付金使途
広報折り込み手数料、感染予防ポスター購入費
新聞広告料
ハザードマップ印刷費
●実施時期
令和2年4月～令和3年3月

問い合わせ先
保健福祉課健康推進係 ℡0234－42－0147
企画情報課企画調整係 ℡0234－42－3571
環境防災課危機管理係 ℡0234－43－0242

17,028千円）

●支援内容
飛沫防止パーテーション
非接触型体温計
消毒用アルコール
災害用備蓄マスク
フェイスシールド
サーモグラフィー 等
●交付金使途
上記購入費
●実施時期
令和2年4月～令和3年3月
■ 飛沫防止パーテーション
公共施設や健診会場等の安全・安心を確保します。
■ サーモグラフィー
役場入口に設置するほか、多くの人が集まるイベント会場等
に持ち出し、高熱の方を早期発見できるよう整備します。
問い合わせ先
保健福祉課健康推進係 ℡0234－42－0147
他 各施設所管課

「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.子育て支援センター安全・安心確保事業
● 空気清浄機、殺菌機を整備します（交付金対象事業費

6.学童保育所安全・安心確保事業
986千円）

●支援対象施設
子育て支援センター

● 密集防止のためエアコンを整備します（交付金対象事業費

2,412千円）

●支援対象施設
学童保育所 ふれあいホームひまわり
学童保育所 さんさんクラブ

●支援内容
殺菌保管庫設置 1台
パーテーション設置 一式
●交付金使途
機器等購入費、設置費

●支援内容
エアコンが設置されていない部屋にエアコンを整備
ふれあいホームひまわり：2台
ふれあいホーム家根合：2台
さんさんクラブ：2台

●実施時期
令和2年6月～令和3年4月以降

●交付金使途
エアコン設置費
●実施時期
令和2年6月～令和2年9月

■子どもたちが触ったり口にしたりするおもちゃを安全に使ってもらう
ため、職員の手作業による消毒のほか、殺菌保管庫による除菌
も行います。

■ エアコンが設置された部屋を増やし、活動場所を分散することで
子どもたちの安全・安心を確保します。

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
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.避難所安全・安心確保事業

8.児童手当・児童扶養手当現況届提出郵送対応事業

● 簡易トイレや折りたたみベッドを整備します（交付金対象事業費

5,717千円）

●面談による提出を郵送に切り替えます（交付金対象事業費

111千円）

●対象施設
町内の避難所

●支援対象者
児童手当、児童扶養手当対象家庭

●整備内容
電動簡易トイレ 12か所
アルミ折りたたみベッド 4基×33か所
パーテーション 7か所
工場用扇風機 2台×11か所
非接触型温度計 42台
フェイスシールド 200枚 他

●支援内容
現況届の提出を面談から郵送に切り替え、感染機会を減らす。
●交付金使途
提出のための郵便後納料金
●実施時期
令和2年6月～令和2年10月

●交付金使途
上記購入費
●実施時期
令和2年7月～令和2年10月

■ 電動簡易トイレ等を整備し、感染疑いのある方と健常者が利用
する場所を分離することで安全・安心を確保します。

問い合わせ先
環境防災課危機管理係 ℡0234－43-0242

問い合わせ先
子育て応援課子育て支援係 ℡0234－42－0195
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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）
10.子育て家庭への生活支援事業

9.ひとり親等家庭への生活支援事業
●プレミアム付商品券を配布します（交付金対象事業費

2,231千円）

● 給食費2ヶ月分無償化等（交付金対象事業費

19,893千円）

●支援対象者
ひとり親等家庭児童 215人

●支援対象者
町内小中学校・幼稚園・保育園の児童・生徒・園児

●支援内容
児童1人あたり 10,000円（プレミアム3,000円付き）の商品券

●支援内容
〇給食費2ヶ月分を無償化

●交付金使途
元気もりもり券購入費、郵送料、封筒代
●実施時期
令和2年7月～令和2年10月

小学校 月額5,300円×2ヶ月×945人
中学校 月額6,000円×2ヶ月×515人
幼稚園 月額4,000円×2ヶ月×170人
月額2,750円×2ヶ月×1人
保育園 21人×2ヶ月にかかる費用 （3歳児）

（幼稚園は、多子・所得によりすでに無償化されている方を除く）

〇自主的登園自粛時の保育料無償化（0～2歳児）
保育料 158人×3ヶ月にかかる費用

●交付金使途
給食費等の無償化に係る費用
●実施時期
令和2年5月～令和2年12月
■ 町内事業所で利用できるプレミアム付商品券「元気もりもり券」
を配布し、ひとり親等家庭の家計と町内事業者を支援します。
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
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
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.緊急地域経済対策 プレミアム付商品券事業

12.事業者への緊急地域経済対策支援金

● 20％のプレミアム付商品券（交付金対象事業費

● 県支援金に上乗せ、町単独の支援金（交付金対象事業費

6,875千円）

●支援対象者
町内事業者
●支援内容
20％のプレミアム付商品券（10,000円で12,000円分の商品券）
を発行し、町内における消費の拡大を図ることにより、商工業者
の売上の回復及び経営改善を支援する。

●支援対象者
①県の休業要請に協力した事業者
②経営に大きな影響を受けた業種の事業者
③温泉施設指定管理者
●支援内容
①県支援金に上乗せ
②指定業種への町単独支援

法人
個人
③まちなか温泉施設指定管理者
④温水プール事業者

●交付金使途
プレミアム（20％）分
事務委託費（印刷製本、換金手数料 等）
●実施時期
令和2年4月～令和2年7月

17,121千円）

10万円×69事業者
20万円× 8事業者
10万円×26事業者
300万円×1事業者
300万円×1事業者

●交付金使途
支援金、事務費
●実施時期
令和2年5月～令和3年3月

■ 緊急対策として商品券の有効期限を6月30日までとします。
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
第一次：15,500千円、第二次：△1,000千円
商工観光課商工労働係 ℡0234－42－0138
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.山形県緊急地域経済対策協議会負担金

14.緊急地域経済対策 元気もりもり券事業

● 協議会への市町村分負担金（交付金対象事業費

● 30％のプレミアム付商品券（交付金対象事業費

482千円）

●支援対象者
県内商工会議所及び商工会（事業者）
※山形県緊急地域経済対策協議会経由

●支援対象者
町内事業者

●支援内容
山形県緊急地域経済対策協議会に県内市町村が負担金を
支出し、県内の商工会議所及び商工会を通じて事業者を支援
●交付金使途
負担金
●実施時期
令和2年4月～令和2年7月

87,793千円）

●支援内容
30％のプレミアム付商品券（10,000円で13,000円分の商品券）
を発行し、町内における消費の拡大を図ることにより、商工業者の
売上の回復及び経営改善を支援する。
（発行総額：3億1,286万円）
●交付金使途
プレミアム（30％）分
事務委託費（印刷製本、換金手数料 等）
●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

■ 商品券の有効期限は令和3年2月28日までとします。
■ 事業№11よりも利用できる事業者を増やし、更なる町内消費
拡大を図ります。
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
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.観光施設等誘客支援事業

16.庄内町の花応援・PR事業

● 町内施設利用クーポン券を県民向け販売（交付金対象事業費

6,086千円）

● 町産の花を公共施設等に展示（交付金対象事業費

477千円）

●支援対象者
町内事業者 等

●支援対象者
庄内町花き振興会

●支援内容
宿泊施設や温泉、スポーツ施設等、町内指定施設で利用できる
50％のプレミアム付クーポン券を県民向けに販売し、県民による
施設の利用拡大を図る。プレミアム分は支援金として各施設へ。

●支援内容
当初予定よりも公共施設等への展示場所と回数を増やすことで
花き生産者を支援する。

●交付金使途
プレミアム（50％）分支援金
クーポン券印刷費、チラシ印刷・折り込み費
事務費
●実施時期
令和2年7月～令和3年3月
対象施設（予定）
【宿泊施設】 ・余目ホテル ・長村旅館 ・ホテル泉 ・民宿源助
・民宿ふきのとう ・平成館 ・Mokkehouse
【温泉施設】 ・まちなか温泉町湯 ・月の沢温泉北月山荘
【スポーツ施設】 ・カートソレイユ最上川 ・庄内ゴルフ倶楽部 ・アクア庄内
【その他施設】 ・道の駅風車市場 ・なんでもバザールあっでば

問い合わせ先
商工観光課観光物産係 ℡0234－42－2922

【展示場所】
庄内町役場本庁舎 A棟1階～4階、B棟
山形県庁
庄内総合支庁
友好町 宮城県南三陸町
【展示回数】
各施設 月1回（6月～1月の合計8回）
●交付金使途
花材代、送料 等
●実施時期
令和2年6月～令和3年1月

問い合わせ先
農林課農産係 ℡0234－42－0169
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.特産品販売支援事業
● 特産品詰め合わせ等の販売支援（交付金対象事業費

18.飲食店等にぎわい応援事業
4,259千円）

● たべぶら・一店逸品スタンプラリー（交付金対象事業費

2,334千円）

●支援対象者
町内の飲食店、一店逸品研究会参加店 等

●支援対象者
町内生産者
※第三セクター イグゼあまるめ経由

●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。

●支援内容
①特産品販売
（ア）6次産業化工房加工品詰め合わせ
（イ）町内特産品を主とした詰め合わせ
商品代金の30％と送料
②特産品の販路拡大
ＥＣ販売促進支援

●交付金使途
補助金
●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

●交付金使途
①商品代金の30％、送料、事務費
②広告やWEBマーケティング企画に係る費用
●実施時期
令和2年7月～令和3年3月

■ スタンプラリー実施期間は令和3年1月までとします。
問い合わせ先
①商工観光課新産業創造係 ℡0234－42－2909
②商工観光課観光物産係 ℡0234－42－2922

問い合わせ先
商工観光課商工労働係 ℡0234－42－0138

「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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）
20.地域コミュニティの安全・安心確保事業

19.小中学校情報機器整備事業
● 1人1台端末等の整備（交付金対象事業費

● 地域コミュニティに支援品を配布します（交付金対象事業費

71,156千円）

498千円）

●支援対象者
町内小中学校児童生徒・教職員

●支援対象者
町内地域コミュニティ （115集落）

●支援内容
GIGAスクール構想のもと、1人1台タブレット端末を整備する。
端末セキュリティ対策、大型提示装置、教職員へのサポートも
含む。

●支援内容
地域の集会所等に設置する消毒用アルコールを配布する。
〇1集落あたり2本
〇人口が300人を超える集落には、100人毎に1本追加

●交付金使途
タブレット端末等購入費
端末のセキュリティ対策費 等

●交付金使途
消毒用アルコール購入費
●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

■ 国の補助金対象外の部分を本交付金で充当します。
■ タブレット端末は自宅での使用も考慮して、各端末にフィルタ
リング設定ができるようセキュリティ対策を行います。
■ 端末整備事業者による教職員へのサポートも含みます。

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
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.地域活動団体への健康支援事業

22.ライフラインを守る公共機関３密対策事業

● 地域活動団体に支援品を配布します（交付金対象事業費

451千円）

●支援対象者
「新しい生活様式」に即した感染拡大防止に配慮しながら
地域の人々の暮らしを守る活動を行っている団体等
①民生委員・児童委員 80人
②老人クラブ連合会会員 780人
③自治会長（福祉員） 115人
●支援内容
布マスク（町内事業者生産品）・不織布マスク
●交付金使途
マスク購入費
●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

問い合わせ先
保健福祉課健康推進係 ℡0234－42－0147

● 企業課庁舎無線LAN環境整備（交付金対象事業費

2,686千円）

●対象施設
企業課庁舎 （上下水道・ガス担当部署）
●事業内容
業務用ネットワークを有線から無線に変更することで執務エリア
を分散し、感染リスクを抑えるとともに感染時の業務維持継続に
つなげる。
●交付金使途
無線LAN環境構築費・機器保守費等
●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

問い合わせ先
企画情報課情報発信係 ℡0234－42－0156
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.学校保健特別対策事業費補助金

24.地域医療体制維持支援事業

● 学校での感染リスクを避けるための支援（交付金対象事業費

3,998千円）

● 医療機関等への支援（交付金対象事業費

5,720千円）

●支援対象者
町内小中学校

●支援対象施設
町内の医療機関等

●支援内容
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。

●支援内容
新しい生活様式に対応した地域での医療サービス提供維持経営
支援のため支援金及び支援品を交付する。
支援金
病院：50万円×1か所
医科・歯科診療所：30万円×14か所
薬局・訪問看護ステーション：10万円×5か所
支援品
プラスチックグローブ
フェイスシールド
マスク
消毒用アルコール

●交付金使途
国の「学校保健特別対策事業費補助金」の市町村負担分
●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

●交付金使途
支援金、支援品購入費
●実施時期
令和2年8月～令和3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 ℡0234－42－0147
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.幼稚園安全・安心確保事業
●密集防止のためエアコンを整備します（交付金対象事業費

26.庄内町中小企業緊急災害対策等利子補給金
29,480千円）

●支援対象施設
町内幼稚園

●中小企業者を対象とした無利子の融資制度（交付金対象事業費

50,790千円）

●支援対象者
町内中小企業者
※無利子の制度資金を融資した金融機関を通じた支援

●支援内容
遊戯室にエアコンを整備
幼稚園：5園

●支援内容
県、町及び金融機関が利子を負担し、無利子の制度資金を
融資することにより、中小企業の資金繰りに係る負担軽減を
図る。町は、対象となる中小企業に融資した金融機関に対して
県と町が負担すべき利子相当額を補給する。
県との連携事業（補助率：町1/2、県1/2）
（融資総額想定：24億1,900万円）

●交付金使途
エアコン設置費用（GHP・ガス配管含む）
●実施時期
令和2年9月～令和3年3月

●交付金使途
利子補給補助金
①令和2年度分：5,958千円
②令和3年度～令和7年度分：44,832千円
※②は基金として積み立て、取り崩して対応する

■ エアコンが設置された部屋を増やし、活動場所を分散すること
で子どもたちの安全・安心を確保します。
問い合わせ先
教育課教育施設係 ℡0234－43－0127

●実施時期
令和2年度～令和12年度
※交付金対象期間は令和2年度～令和7年度

問い合わせ先
商工観光課商工労働係 ℡0234－42－0138
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.山形県信用保証協会保証料補給金

28.庄内町中小企業新生活様式対応支援補助金

●保証料を支援します（交付金対象事業費

●換気設備等の整備費を支援します（交付金対象事業費

38,953千円）

●支援対象者
新しい生活様式への対応に取り組む町内中小企業者

●支援対象者
町内中小企業者
※山形県信用保証協会を通じた支援
●支援内容
中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号若しくは
同条第6項に該当すると町長が認定した特定中小企業者又は
特例中小企業者の保証料の一部を町が補給することにより、
信用保証制度を利用する中小企業の負担軽減を図る。
（融資総額想定：24億4,500万円）
●交付金使途
保証料補助金
①令和2年度分：6,423千円
②令和3年度～令和7年度分：32,530千円
※②は基金として積み立て、取り崩して対応する

●実施時期
令和2年度～令和11年度
※交付金対象期間は令和2年度～令和7年度

問い合わせ先
商工観光課商工労働係 ℡0234－42-0138

3,923千円）

●支援内容
新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式への対応（換気
設備の整備等）に係る費用を補助金として支援する。
（山形県新・生活様式対応支援事業費補助金（ガイドライン対応型）
との連携事業）

補助対象事業（下限3万円）の3/4～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2年8月～令和3年2月

■補助対象事業は、令和2年4月7日以降に取り組む事業とします。
また、補助要綱公布日以降に実施する場合は、庄内町商工会
会員事業者への発注を要件とします。

問い合わせ先
商工観光課商工労働係 ℡0234－42－0138
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.庄内町事業承継・雇用継続奨励金

30.民間認可保育園事業者への支援事業

●移住して事業を承継する人を支援します（交付金対象事業費

0千円）

●支援対象者
〇県外から転入して個人事業主の事業を承継し、かつ、承継後
も従業員の雇用を維持する個人
〇法人の事業を承継し、かつ、承継後も従業員の雇用を維持
する県内の法人
●支援内容
事業承継の促進により、町内事業所の事業及び雇用の継続を
図るとともに、県外からの移住の後押し、供給連鎖や取引の維持
を図る。
（山形県事業承継・雇用継続奨励補助金との連携事業）

個人事業主：50万円（補助率：町1/2、県1/2）
法人：100万円（補助率：町1/2、県1/2）

●交付金使途
補助金

●給食用のお米を支援します（交付金対象事業費

271千円）

●支援対象施設
町内の民間保育園：2園
●支援内容
新型コロナウイルス感染症による影響で運営に負担や困難が
生じている民間認可保育園の継続経営維持のため、給食用
の米3ヶ月分相当量を支援する。
すくすく保育園：330kg
余目保育園：420kg
●交付金使途
支援米購入費
●実施時期
令和2年8月～令和2年12月

●実施時期
令和2年8月～令和3年2月
※令和3年1月末時点で申請なし

■県産米を購入することで、町内の米生産者も支援します。

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
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.介護等福祉施設コロナ対策応援米事業

32.県外学生への食等の支援事業

●自炊提供施設にお米を支援します（交付金対象事業費

●県外在住学生を町の特産品で支援します（交付金対象事業費

2,296千円）

720千円）

●支援対象者
本町出身の県外在住学生で特産品支援を希望する方

●支援対象施設
町内の福祉施設等（介護・障害）
介護施設・事業所：12施設
障害福祉サービス事業所：1事業所
●支援内容
自炊提供している施設へ県産米3ヶ月分を応援米として配布する。
●交付金使途
応援米購入費

●支援内容
帰省自粛を強いられている本町出身の県外在住学生に対して
5,000円相当の特産品を送り支援する。（県補助あり）
●交付金使途
1件あたり：特産品代5,000円＋送料1,000円
（うち、県補助：1件あたり2,000円）

●実施時期
令和2年8月～令和3年1月

●実施時期
令和2年9月～令和3年3月

■県産米を購入することで、町内の米生産者も支援します。

■SNSやホームページで事業を紹介し、支援の希望を受け付けます。

問い合わせ先
保健福祉課福祉係 ℡0234－42－0149

問い合わせ先
企画情報課移住定住係 ℡0234－42－0228
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.若者UIJターン支援事業

34.生活困窮者等「食」の支援事業

●若者の移住にかかる諸経費を支援します（交付金対象事業費

5,000千円）

●生活困窮者にお米を支援します（交付金対象事業費

●支援対象者
3大都市圏から本町へ移住する若者

●支援対象者
生活困窮者

●支援内容
新型コロナウイルス感染症の拡大で顕在化した都市部への人口
集中によるリスク回避のため、3大都市圏から本町へ移住する
若者に経済的な支援を行う。
単身世帯：1世帯あたり100万円
2人以上の世帯：1世帯あたり200万円
移住のための住宅取得にかかる費用：1世帯あたり100万円

●支援内容
県と連携し県産米を支援する。
1世帯あたり25kg×2回 （約50世帯を想定）

（世帯全員が40歳未満で、本町へ移住する直前の5年以上3大
都市圏に在住している方）

●交付金使途
支援金

193千円）

（山形県社会福祉協議会の緊急小口貸付等の
生活福祉資金の特例貸付世帯）

●交付金使途
支援米購入費（補助率：町3/5、県2/5）
●実施時期
令和2年9月～令和3年3月

●実施時期
令和2年9月～令和3年3月

■県産米を購入することで、町内の米生産者も支援します。
■個人情報に配慮し、特定の業者に配達を依頼します。

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
保健福祉課福祉係 ℡0234－42－0149
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.生活困窮者等世帯コロナ対応生活応援米支給事業

36.新型コロナ対策宣言店応援事業

●生活困窮者や支援団体にお米を支援します（交付金対象事業費

●安全対策宣言を表示するお店を支援します（交付金対象事業費

547千円）

105千円）

●支援対象者
感染症の拡大防止に取り組む飲食店、宿泊施設等

●支援対象者
〇町内の生活困窮者等世帯
生活保護世帯（在宅）：60世帯
生活困窮世帯（在宅）：100世帯
〇子ども食堂運営団体：1団体

●支援内容
木製プレートやポスターで対策宣言を表示することで、飲食店や
宿泊施設等を安心して利用できる環境づくりを図る。
（木製プレートは県連携事業）

●支援内容
個人：1世帯あたり県産米10kg
団体：県産米10kg×3回
テイクアウト等対応支援金1万円

●交付金使途
木製プレート、ポスター制作費
●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

●交付金使途
支援米購入費（配達料込）
支援金
●実施時期
令和2年9月～令和3年3月

■県産米を購入することで、町内の米生産者も支援します。
■個人情報に配慮し、特定の業者に配達を依頼します。

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
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.交通機関応援事業
●航空・バス事業者を支援します（交付金対象事業費

38.友好町との観光連携支援事業
1,575千円）

●支援対象者
庄内空港就航航空会社：2社
町内運行バス会社：1社

●実施時期
令和2年4月～令和3年3月

問い合わせ先
企画情報課企画調整係 ℡0234－42－3571
企画情報課まちづくり係 ℡0234－42－0162

771千円）

●支援対象者
町内旅行事業者

●支援内容
経営に大きな影響を生じている交通機関の需要回復に向けた
取り組みへの支援
航空：庄内空港利用振興協議会負担金 77万5千円
バス：1事業者 80万円
●交付金使途
協議会からの負担要請額（航空）
支援金（バス）

●バスツアー経費の一部を支援します（交付金対象事業費

●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2年9月～令和3年3月

問い合わせ先
商工観光課観光物産係 ℡0234－42-2922
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.滞在型観光誘客支援事業
●夜間営業飲食店を支援します（交付金対象事業費

40.医療・介護・障害福祉施設等従事者応援事業
4,149千円）

●支援対象者
町内の夜間営業飲食店
●支援内容
各店舗で利用できるプレミアム付クーポン券の発行等
●交付金使途
プレミアム分にかかる経費、事務費等
●実施時期
令和2年9月～令和3年2月

●医療機関従事者等を支援します（交付金対象事業費

10,230千円）

●支援対象者
町内の医療・介護・障害福祉施設等従事者及び職員
1,023人
●支援内容
1人あたり10,000円（プレミアム3,000円付き）の商品券
●交付金使途
元気もりもり券購入費
●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

■ 町外在住の方からも町内で「元気もりもり券」 を利用してもらう
ことで、地域経済の活性化を図ります。

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
保健福祉課健康推進係 ℡0234－42－0147
保健福祉課福祉係 ℡0234－42－0149
保健福祉課介護保険係 ℡0234－42－0150
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援事業

42.庄内町花き種苗費支援事業補助金

●住宅の感染症対策を支援します（交付金対象事業費

●次期作に向けて生産者を支援します（交付金対象事業費

7,500千円）

7,286千円）

●支援対象者
対象工事を実施した町民

●支援対象者
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
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％

●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
補助金

●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2年4月～令和3年3月

●実施時期
令和2年9月～令和3年3月

■町内事業者による工事が対象となるため、町内事業者支援と地域
経済の活性化も図ります。

■ 生産者アンケート（7月実施）において、影響の長期化を懸念
する声が多かったため、令和2年度末までを対象としています。

問い合わせ先
建設課都市計画係 ℡0234－42-0860

問い合わせ先
農林課農産係 ℡0234－42－0169
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.庄内町肉用牛肥育経営緊急支援事業費補助金

44.庄内町和牛及び酪農家飼料費支援事業補助金

●肉用牛の生産者を支援します（交付金対象事業費

●畜産農家に飼料費の一部を支援します（交付金対象額事業費

221千円）

●支援対象者
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、登録肉用牛を令和2年3月～10月に出荷した方

●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）
補助金
3月： 6,000円×3頭
4月：13,000円×4頭
5月：11,000円×4頭
6月： 9,000円×3頭

7月：6,000円×3頭
8月：8,000円×5頭
9月：6,000円×3頭
10月：1,000円×4頭

3,620千円）

●支援対象者
町内に住所を有する畜産農家（和牛繁殖・和牛肥育・酪農）
●支援内容
令和2年3月～6月における平均飼料費の1割分を支援する。
和牛繁殖：9,000円×211頭
和牛肥育：11,000円×75頭
酪農：14,000円×64頭
●交付金使途
補助金
●実施時期
令和2年4月～令和3年3月

●交付金使途
補助金
●実施時期
令和2年4月～令和3年3月

問い合わせ先
農林課農産係 ℡0234－42-0169

■ 生産者アンケート（7月実施）において、影響が出ているとの声が
多かった和牛繁殖、和牛肥育及び酪農の各農家に対し、経営安定
の推進を図るため支援します。

問い合わせ先
農林課農産係 ℡0234－42－0169
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.庄内町商店街販売促進緊急支援事業補助金

46. 6次産業化商品開発等支援事業

●セール広告費用を支援します（交付金対象事業費

●商品開発等を支援します（交付金対象事業費

700千円）

1,300千円）

●支援対象者
セール等を実施する商店街等7団体

●支援対象者
農林漁業者、食品加工事業者 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する。
（山形県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）

●支援内容
６次産業化商品開発・ブラッシュアップ支援
販売支援
新規実践者の掘り起こし・育成
スキルアップ等のための講演・個別指導等

●交付金使途
補助金

●交付金使途
事業にかかる講演料・講師料・個別指導料等

●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

●実施時期
令和2年8月～令和3年2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
商工観光課新産業創造係 ℡0234－42－2909
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.オンライン会議・相談設備整備事業
●オンライン対応の環境を整備します（交付金対象事業費

48.行政のIT化に係るアドバイザー事業
16,469千円）

●行政の業務改善を図ります（交付金対象事業費

1,000千円）

●対象施設
役場、立川総合支所、出張所、学童保育所 等

●事業対象
役場

●事業内容
住民や事業者等が本庁舎に来庁しなくても、オンラインで会議
や相談ができるように対応環境を整備することで、対面による
感染機会や物理的な移動の負担を減らす。

●事業内容
業務改善に向けて、費用対効果が高く利用しやすいシステムの
構築やRPAの導入を行い、テレワークやペーパーレス化を推進
するためにアドバイザーを招聘する。

利用例：〇議会の委員会等、オンラインによる開催が可能と
されている会議
〇子育て中のご家庭から、お子さんと一緒に相談
〇避難所と災害対策本部との連携 等

●交付金使途
カメラ付ノートパソコン、大型ディスプレイ等備品整備
オンライン会議システム利用料
公衆無線LAN環境整備費
ネットワーク構築費 等

●交付金使途
アドバイザー謝礼
●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

●実施時期
令和2年8月～令和3年3月

問い合わせ先
企画情報課情報発信係 ℡0234－42-0156

問い合わせ先
総務課改革推進係 ℡0234－43－0297
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.庄内町中小企業オンライン化促進支援補助金

50.新産業創造館ネットワーク環境整備事業

●企業のテレワーク環境整備を支援します（交付金対象事業費

●テレワーク環境を整備します（交付金対象事業費

1,438千円）

968千円）

●支援対象者
テレワーク環境の整備に取り組む町内中小企業者

●事業対象
新産業創造館クラッセ、貸オフィス

●支援内容
遠隔による勤務や商談会等により事業所における感染拡大の
防止と事業継続を図る事業者に環境整備費補助金で支援する。
（山形県オンライン化促進支援事業費補助金との連携事業）
補助対象事業費の2/3～上限100万円
（補助率：町1/2、県1/2）

●事業内容
新産業創造館貸オフィスでテレワーク対応ができるよう無線LAN
環境を整備する。また、クラッセの多目的スペースでもテレワーク等
ができるよう、無線LAN設備を更新して安定したWi-Fi環境を
提供する。

●交付金使途
補助金、事務費
●実施時期
令和2年8月～令和3年2月

問い合わせ先
商工観光課商工労働係 ℡0234－42-0138

●交付金使途
無線LAN環境構築費、更新費
●実施時期
令和2年9月～令和3年3月

問い合わせ先
商工観光課新産業創造係 ℡0234－42－2909
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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.多様な働き方支援事業

52.避難所安全・安心環境整備事業

●移住＋テレワークをする企業を応援します（交付金対象事業費

0千円）

●避難所施設の環境を整備します（交付金対象事業費

26,159千円）

●支援対象者
本町に従業員等を移住させ、テレワークを実施した企業 等

●事業対象
交付金使途に記載の公民館等

●支援内容
3密不可避な都市部で働く環境の見直しを促進し、本町への
移住と雇用の拡大を図るため町内に従業員等を移住させ、
新たにテレワークを実施する企業等に対し支援を行う。
〇従業員を1人以上移住＋テレワークオフィスを開設した企業
100万円
〇移住従業員が1人増えるごとに50万円追加

●事業内容
避難所における3密対策・衛生対策・非常時の通信等を安定
して行うため、安定稼働に支障のある老朽化した設備を更新する。

（上限：1企業200万円）

●交付金使途
支援金
●実施時期
令和2年9月～令和3年3月

●交付金使途
高圧受電設備更新費：狩川公民館、余目第四公民館
非常用発電機更新費：総合体育館
ホール屋根修繕（雨漏防止）：清川公民館
ガス管修繕：清川公民館
ホール暖房設備交換：余目第一公民館
エアコン冷却水ポンプ交換：余目第四公民館
自動ドア修繕：余目第一公民館
レーザープリンター：全公民館
●実施時期
令和2年9月～令和3年4月以降

※令和3年1月末時点で申請なし

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
社会教育課社会教育係 ℡0234－43－0183
社会教育課文化スポーツ推進係 ℡0234－43－0194
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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（27）
53.窓口の安全・安心対策事業

54.収納窓口の安全・安心対策事業

●セルフレジ、証明書交付システムを導入します（交付金対象事業費

5,191千円）

●事業対象
税務町民課窓口
立川総合支所窓口

●税・公金セルフ納付機を導入します（交付金対象事業費

5,385千円）

●事業対象
会計室窓口

●事業内容
窓口にセルフレジを設置し、現金のやりとりを自動化する。
また、マイナンバーカードを利用して証明書の発行手続きができる
らくらく窓口証明書交付サービスを導入する。
●交付金使途
セルフレジシステム導入費
らくらく窓口証明書交付サービス導入費

●事業内容
税・公金セルフ納付機を導入し、収納窓口を非対面の自動化
にすることで感染機会を減らす。
●交付金使途
税・公金セルフ納付機導入費
導入に伴う住民情報システム改修費
●実施時期
令和2年12月～令和3年3月

●実施時期
令和2年12月～令和3年3月

■ らくらく窓口証明書交付サービスとは
コンビニでマイナンバーカードを利用して交付を受けるのと同様の
操作で住民票等の証明書を受け取る手続きができるシステムです。

■ 税・公金セルフ納付機とは
納付書と現金を入れると、機械が金額を読み取り、領収印が
押された領収書とお釣りを自動的に返却するシステムです。

問い合わせ先
税務町民課町民係 ℡0234－42-0133

問い合わせ先
会計室出納係 ℡0234－42－0193
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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（28）
55.選挙投開票所の安全・安心対策事業
●密にならないための環境を整備します（交付金対象事業費

56.学校安全・安心確保事業
1,161千円）

●中学校の特別教室に空調設備を整備します（交付金対象事業費

5,293千円）

●事業対象
町内投票所（10箇所）・開票所

●事業対象
町内中学校 2校

●事業内容
投票記載台の台数を増やし、ベルトパーテーションで導線を作る
ことで人と人の間隔をあけ、密を避ける。
●交付金使途
記載台、ベルトパーテーション購入費

●事業内容
特別教室に空調設備を設置することにより、換気対策を行うなど
感染リスクの軽減を図る。
（室内機・室外機は、旧役場庁舎のGHPを再利用）
設置教室：理科室、木工室、音楽室
パソコン室空調の修繕

●実施時期
令和2年12月～令和3年3月

●交付金使途
空調設備設置経費
●実施時期
令和2年12月～令和3年3月

問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 ℡0234－42-0128

問い合わせ先
教育課教育施設係 ℡0234－43－0127
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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（29）
57.新生児子育て特別応援金給付事業
●新生児を対象とした子育て応援金（交付金対象事業費

58.
4,350千円）

●支援対象者
特別定額給付金の該当にならなかった新生児
R2.4.28からR3.3.31までの出生（見込み）児 87人
●支援内容
新生児子育て特別応援金
1人あたり 10万円
●交付金使途
支援金
（支援額：町5万円、県5万円）
●実施時期
令和2年4月～令和3年3月

問い合わせ先
子育て応援課子育て支援係 ℡0234－42－0195

令和2年度庄内町住環境向上及び住宅・木材産業活性化
緊急促進事業（新築住宅支援分）

●県産木材を利用した住宅建設工事を推進します（交付金対象事業費

1,000千円）

●支援対象者
対象工事を実施した町民
●支援内容
県産木材の利用促進及び新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、低下が懸念される町民の住宅投資意欲を喚起し、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。
補助金

対象住宅1戸あたり 100万円

●交付金使途
補助金
（補助率：町1/2、県1/2）
●実施時期
令和2年12月～令和3年3月

問い合わせ先
建設課都市計画係 ℡0234－42-0860
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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（30）
59.

60.

令和2年度庄内町住環境向上及び住宅・木材産業活性化
緊急促進事業（住宅リフォーム支援分）

●新・生活様式に対応した住まいづくり補助（交付金対象事業費

500千円）

小中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業

●学校内のネットワーク環境を整備します（交付金対象事業費

12,338千円）

●支援対象者
対象工事を実施した町民

●対象施設
町内小中学校 等

●支援内容
住宅の質の向上及び新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
低下が懸念される町民の住宅投資意欲を喚起し、地域経済
の活性化を図るとともに、「新・生活様式」に対応した住まいづくり
の推進を図る。

●事業内容
GIGAスクール構想実現のため、補助対象外経費となるセンター
側（サーバ室）の情報機器の整備を図る。

感染症対策該当工事 1件につき 上限額20万円
●交付金使途
補助金
（補助率：町1/2、県1/2 ）

●交付金使途
情報通信ネットワーク環境施設整備費
●実施時期
令和2年7月～令和2年12月

●実施時期
令和2年12月～令和3年3月

問い合わせ先
建設課都市計画係 ℡0234－42-0860

問い合わせ先
教育課教育施設係 ℡0234－43－0127
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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（31）
61. オンライン窓口整備事業

LINE

●LINEを活用した新しい行政窓口を創設します（交付金対象事業費

3,925千円）

62. マイナンバーカード取得促進事業
●マイナンバーカードの取得申請をサポートします（交付金対象事業費

3,705千円）

●事業対象
LINE庄内町公式アカウント

●支援対象
マイナンバーカードの取得申請をする方

●事業内容
LINEにチャットボットを組み込んだ問合せ・申請等受付システム
を導入することにより来庁機会を減らし、町民の利便性向上と
感染症拡大防止を図る。

●事業内容
マイナンバーカード普及率向上のため、来庁や出張での申請
支援に特化した機器や周辺機器等を整備する。

●交付金使途
システム利用料
防災行政無線システム連携機能追加費用

●交付金使途
機器・備品等購入費 等
●実施時期
令和2年12月～令和3年3月

●実施時期
令和2年12月～令和3年3月（2月運用開始）
■ チャットボットによる対応とは
役場があらかじめ質問に対する回答や手続きを登録し、利用者
からの質問内容に応じてシステムが自動的に対応するものです。
■ 問合せ・申請等受付システムを利用できる方
LINEを利用している方で
庄内町公式アカウントを“友だち登録”した方

問い合わせ先
総務課改革推進係 ℡0234－43-0297

問い合わせ先
税務町民課町民係 ℡0234－42-0133
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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（32）
63. 民間認可保育園安全・安心確保事業

64.

●民間認可保育園に衛生用品を配布します（交付金対象事業費

470千円）

子育て家庭への生活支援事業（自宅待機・休所休園時保育料無償化）

●自宅待機・休所休園時の保育料を無償化します（交付金対象事業費

3,600千円）

●支援対象
町内の民間認可保育園：2園

●支援対象
学童保育所利用児童、保育園利用児童

●支援内容
マスク
消毒用アルコール
ゴム手袋
ペーパータオル 等

●支援内容
利用児童や保護者が自宅待機せざるをえず（PCR検査を受け
結果が出るまで等）利用できなかった期間や、感染拡大により
学童保育所・保育園が休所・休園した場合の保育料を無償化
する。

●交付金使途
マスク等衛生用品の購入費

●交付金使途
無償化にかかる費用

●実施時期
令和3年1月～令和3年3月

●実施時期
令和2年12月～令和3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
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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（33）
65. ひとり親等家庭への特別応援事業

66. 庄内町コロナ感染症対策生活応援事業

●商品券を配布します（交付金対象事業費

●生活困窮者に商品券とマスクを配布します（交付金対象事業費

1,148千円）

●支援対象
令和３年3月分の児童扶養手当受給者で令和２年7月以降
に新たに受給開始となった人
（山形県ひとり親世帯臨時特別給付金の対象外者）

●支援内容
児童扶養手当受給者1人につき50,000円（対象：15名）
第２子以降児童の加算1人につき30,000円（対象：13名）
●交付金使途
商品券購入費
郵送料
●実施時期
令和3年2月～令和3年3月

20,164千円）

●支援対象
新型コロナ感染症拡大の影響による休業や失業に伴い、生活が
急激に困窮した世帯または個人 ※支援対象は下記参照
●支援内容
1件あたり

商品券 15,000円
不織布マスク10枚、布マスク（町内事業者生産）1枚

●交付金使途
商品券、マスク等購入費
郵送料

●実施時期
令和2年9月～令和3年3月
【支援対象】約1,100件
イ：保険料（国保・後期・介護・国民年金等）の減免猶予を受けた方
ロ：緊急小口資金、総合支援資金特例貸付の利用世帯の世帯員
(含：山形県「食」の支援事業対象世帯の世帯員）
ハ：山形県新型コロナウイルス感染症対策離職者応援事業の支給決定を受けた者が属する
世帯の世帯員
ニ：住宅確保給付金の支給決定を受けた者が属する世帯の世帯員
ホ：生活困窮者等相談支援事業によりコロナ感染症拡大の影響により生活困窮に関する
相談を実施した世帯の世帯員
ヘ：山形県就労継続支援Ｂ型事業所利用者生活安定支援金の支給決定者
ト：令和2年度庄内町冬の生活応援灯油購入費助成事業の支給決定世帯及び事業
対象見込み世帯

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
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

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（34）
67. 飲食店等緊急支援給付金
●さらに厳しい経営状況にある事業者を支援します（交付金対象事業費

区分別事業費
8,230千円）

Ⅱ 雇用の維持と事業の継続
～暮らしを支え、守りきる～

●支援対象
感染拡大の影響を受けさらに厳しい経営状況にある町内事業者
●支援内容
1事業者あたり 10万円
（対象）
飲食店：70事業者
宿泊、旅行業：8事業者
タクシー、運転代行業：4事業者

Ⅲ 経済活動の回復
～地域経済を立て直す～

Ⅳ 強靭な経済構造の構築
～感染症に強い地域経済を～

Ⅰ 感染拡大の防止
～地域の命を守る～

●交付金使途
支援金、事務費
●実施時期
令和3年2月～令和3年3月

17%

（98,188千円）

32%

（178,557千円）

26%

（148,136千円）

緊急時対応段階

24%

（137,158千円）

継続・回復段階

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

交付金対象事業費総額
問い合わせ先
商工観光課商工労働係 ℡0234－42-0138
「交付金対象事業費」は、総事業費のうち国・県の負担額を除く町単独負担額（臨時交付金対象額）を示しています

562,039千円

