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1 公共施設非接触自動水栓化推進事業 総　　務　　課
公共施設の感染症対策
公共施設の手洗い場・トイレの非接触自動水栓化 20,527 13,821 R3.3 R3.10

非接触自動水栓化改修　26施設
小便器 84箇所、手洗い場 109箇所

◎ 衛生環境等の向上により感染症予防対策につながった。

2 水道料金減免事業(第2回) 上 下 水 道 課
町民の生活や経済活動の支援
水道事業会計に繰り出し、水道料金の令和3年4月～9月分検針
分の基本料金の免除に係る費用

37,416 26,768 R3.3 R3.10
令和3年4月検針分～令和3年9月検針分
延べ 21,196戸 37,196,406円
システム改修委託料 220,000円

◎
臨時休校や在宅勤務などにより水道使用量が増加しているなかで、家計への支援
や事業所に対して経営の負担軽減を図ることができた。

3 温泉館「海の里」利用促進事業 企画まちづくり課
町営温泉館「海の里」の利用促進
温泉館「海の里」の利用促進を図るため、令和3年4月～令和4年3
月の入館料割引及び免除

14,410 12,570 R3.4 R4.3
令和3年4月～令和4年3月の入館者数 51,185人
(前年度の入館者数 40,171人)

◎
新型コロナ感染拡大の影響により入館者の減少が見込まれるなか、前年度の入館
者数を上回ることができた。

4 温泉館「海の里」利用回数達成事業 企画まちづくり課
温泉館「海の里」を令和3年7月～令和4年2月の期間において10
回利用した町民の方に、売店で利用できる1,000円券を配布

193 168 R3.7 R4.2
利用枚数 171枚(1枚 1,000円)
商品券印刷費 22,000円

〇 町民の心身の健康増進に寄与したが、利用率については17%程度であった。

5 海岸清掃保全事業 企画まちづくり課
産湯海水浴場の開設中止にともなう町内海岸の清掃・公衆トイレ
清掃委託料、ごみ収集運搬委託料

2,260 1,973 R3.7 R3.8 実施期間 7月1日～8月31日のうち実施日数 17日 ◎
海岸・公衆トイレの清掃を実施したことにより、海岸部各地区の美化および環境維持
を保つとともに衛生管理が図られた。

6 地域応援商品券事業 企画まちづくり課
事業者支援及び地域における消費の喚起
令和3年7月1日 住民基本台帳登録者１人につき10,000円分の商
品券を配布

84,166 73,417 R3.7 R4.1
対象者数 7,905人
利用枚数 156,328枚(1枚 500円)
利用率 98.9％

◎
事業者への支援を図るとともに、使用期限を5カ月程度としたことで地域における消
費活動を喚起し、住民生活の下支えに寄与した。

7 公共施設感染症対策事業
総　　務　　課

企画まちづくり課
サーマルカメラ、サーモグラフィー、ｗｅｂ会議用モニター、Co2濃度
測定器等の配備

5,340 4,659 R3.7 R3.9
サーマルカメラ　15台、サーモグラフィー　3台、web
会議用モニター　4台、Co2濃度測定器　35台購入

◎
公共施設の感染予防対策を充実することにより、来庁者に安心感を与えることがで
きた。

8 町営駐車場入金管理事業 企画まちづくり課
利用者の接触機会を減らし、窓口サービスの業務効率化を図る
ため、コンビニ収納等を含めた入金管理システム作成に係る委託
料

770 671 R3.7 R4.2 入金管理システム構築　1式 〇
町営駐車場の利用に係る納付書等のデジタル化が図られたことにより、利用者の接
触機会の大幅な低減に効果があった。

9 経営・技術強化支援事業 企画まちづくり課
コロナ禍における経営指導の支援
小規模事業者の経営診断に要する費用を補助

515 449 R3.7 R4.3 指導実績 14件 〇
事業者が各分野の専門家に経営指導を受けることにより事業継続の手助けとなっ
た。

10 日高町飲食・宿泊・旅行業給付金事業 企画まちづくり課
中小規模事業者等への支援
県の飲食・宿泊・旅行業給付金の対象事業者に県給付金の2/3に
相当する額を上乗せ給付

2,100 1,901 R3.7 R3.9
申請件数　19件
100,000円×17件＝1,700,000円
200,000円× 2件＝  400,000円

◎ 多くの事業者の経営継続を財政面から支援することができた。

11 飲食店応援給付金事業 企画まちづくり課
事業継続のための支援
飲食業等を営む事業所に300,000円の支援金を給付

6,300 5,706 R3.7 R3.9 申請件数　21件 ◎ 飲食業等を営む事業者の経営継続を財政面から支援することができた。

12 地区支援感染症予防備品等購入補助事業 総　　務　　課
各自治会に対しての感染症対策
各自治会の施設等へ感染症対策に係る予防備品、消耗品の購
入補助

4,549 3,969 R3.7 R4.2 補助件数　18地区 ◎ 各地区集会所等の感染対策を支援することにより、地域活動の再開につながった。

13 防災時感染症対策支援 総　　務　　課
避難所の感染症対策
避難所開設時に必要なサーキュレーター等の配備および保管倉
庫の購入

1,200 590 R3.7 R3.8
サーキュレーター　12台、スポットクーラー 3台、保
管倉庫　１台

◎ 災害時、避難所での感染拡大防止を図り、安心して避難できる体制を構築できた。

14 新型コロナウイルス検査費助成事業 子育て福祉健康課 PCR検査費用を1人2回まで上限額20,000円を助成 407 355 R3.7 R4.2 申請件数　33件 〇
新型コロナウイルスの感染への不安解消と感染がないことを証明することで、コロナ
禍での帰省の実現につながった。

15 感染症対策事業 総　　務　　課
公共施設に配備するアクリルパーテーション、抗原検査キットの
購入費用

697 608 R3.7 R4.3 アクリルパーテーション、抗原検査キット等の購入 ◎
検査キットにより、新型コロナウイルス感染症の早期発見を図るとともに公共施設で
の感染防止に寄与できた。

16 学校保健特別対策事業費補助金 教　　育　　課
学校感染症対策の推進
学校施設に整備するエアコン、サーキュレーター配備、消毒液等
の購入費用

2,404 1,047 R3.6 R4.3
オートソープディスペンサー、サーキュレーター、空
気清浄機、ルームエアコン等の納入

◎
学校教育活動継続のため児童生徒、教職員等の感染症対策に必要となる物品を購
入し、校内の衛生環境を向上させることができた。

17 インフルエンザ予防接種費用助成事業 子育て福祉健康課
 65歳以上は、インフルエンザ予防接種の無償化、13歳以上64歳
以下は、自己負担2,000円減額、12歳以下は、予防接種自己負担
4,000円減額にかかる予防接種委託料

15,395 13,430 R3.9 R4.3

65歳以上の接種者　1,711名(接種率 73.2%)
13歳以上64歳以下の接種者　1,536名(接種率
33.8%)
12歳以下の接種者　546名(接種率 56.1%)

◎
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時期での感染を防止することがで
き、啓発効果により感染予防意識の向上にもつながった。
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18
地域応援商品券事業
（第２期）

企画まちづくり課
事業者支援及び地域における消費の喚起
令和4年5月1日 住民基本台帳登録者１人につき10,000円分の商
品券を配布

86,550 74,874 R4.3 R5.3 ― ― 事業実施中のため今後検証を実施

19 高齢者食品等提供事業 いきいき長寿課 65歳以上の高齢者に3,000円分の食品等を提供 8,400 7,266 R4.3 R5.3 ― ― 事業実施中のため今後検証を実施

20
新型コロナウイルス検査費助成事業
(第２期)

子育て福祉健康課 PCR検査費用を1人2回まで上限額20,000円を助成 2,000 1,730 R4.3 R5.3 ― ― 事業実施中のため今後検証を実施

21 農水産業経営サポート事業 産 業 建 設 課
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者・漁業者に減
収額の1/2に相当する額(上限額 100,000円)を補助

10,050 8,694 R4.3 R5.3 ― ― 事業実施中のため今後検証を実施

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　実施状況及び評価


