
交付金充当
経費（Ｄ）

国庫補助金 県補助金 一般財源

149,366 137,743 0 7,372 4,251

1
戸沢村プレミアム付き商品券
発行事業

もがみ北部商工会にて戸沢村
プレミアム付商品券発行事業
を行うことにより、物価高騰・
原油高騰及び新型コロナウイ
ルス感染症により影響を受け
ている村民の生活の安定化を
図るとともに村内の消費を刺
激し、村内商工業の活性化を
図ります。

まちづく
り課

20,100 19,417 683 R4.4 R5.3

2 学生生活・学費等支援事業

原油物価高騰及び新型コロナ
ウイルス感染症の影響により
困窮し学生生活を送っている
戸沢中学校卒業の大学生・専
修学校の学生もしくは村外在
住の高校生へ助成金を交付
し、生活・学費支援助成を図り
ます。

共育課 2,400 2,400 R4.7 R4.9

3
中小企業緊急災害対策利子
補給補助金交付事業

原油物価高騰及び新型コロナ
ウイルス感染症の影響により
経営に支障をきたしている県
内中小企業者の資金繰りを支
援するため、山形県商工業振
興資金融資制度「地域経済変
動対策資金」の経済変動事象
に新型コロナウイルスを指定
し、年1.6％（固定）の低利もし
くは無利子で融資を行いま
す。（無利子要件となった場合
は、県、村、金融機関にて負
担）

まちづく
り課

2,630 1,315 1,315 R4.5 R5.3

4 信用保証料補給事業

原油物価高騰及び新型コロナ
ウイルス感染症の影響により
経営に支障をきたしている中
小企業の円滑な資金繰りに資
するため信用保証料の一部を
補給します。

まちづく
り課

1,300 1,300 R4.4 R5.3

5 学校給食価格高騰支援事業

コロナ禍における物価高騰に
より影響を受けている学校給
食の安定化のため、助成を行
い、保護者等の負担軽減を図
ります。

まちづく
り課

2,000 2,000 R4.8 R5.3

6
戸沢村プレミアム付き商品券
発行事業(全戸配布）

戸沢村プレミアム付商品券を
原則全戸配布することにより、
物価高騰・原油高騰及び新型
コロナウイルス感染症により
影響を受けている村民の生活
の安定化を図るとともに村内
の消費を刺激し、村内商工業
の活性化を図ります。

まちづく
り課

19,406 13,349 6,057 R4.6 R4.10

7 事業継続支援給付金

原油物価高騰による軽負担の
増大また、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響による売り
上げ減少が特に大きく、維持
費など経費の負担が大きい業
種に給付金を支給します。
バス、タクシー代行、船等　＠
50,000円　旅館、温泉施設客
数　＠100円

まちづく
り課

6,000 6,000 R4.7 R4.9

8 戸沢村ツアー造成助成事業

原油価格の高騰の影響による
首都圏等からのバス旅行の負
担軽減のため、また、新型コロ
ナウイルス感染症による観光
客の回復のため、貸切バス助
成を行い、旅行代金の負担を
軽減し、団体のお客様の回復
を図ります。
首都圏からのバスツアーに係
る経費等　＠50,000円

まちづく
り課

1,500 1,500 R4.4 R5.3

9
戸沢村観光周遊チケット補助
事業

戸沢村では大型観光バスや
交通網が脆弱なために自家用
車で観光施設が訪れられてい
るため、原油高騰の影響をま
ともに受けています。このた
め、旅行代金の増分や自家用
車の経費を補うため、また新
型コロナウイルス感染症によ
る観光客の回復のため、戸沢
村観光物産協会にて割引券を
発行し、村民生活の安定化や
地域経済の活性化を図るとと
もにチラシやメディアを活用し
観光施設への集客、新規観光
客の誘客の拡大を図る。割引
券は、体験・飲食・温泉に色分
けをして周遊する形で利用し
ていただき、相乗効果を高め

まちづく
り課

13,550 13,550 R4.4 R5.2

総事業費
（Ａ）

事業内容
財源内訳

事業開始
予定年月日

事業完了
予定年月日
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10 デジタルサイネージ設置事業

観光PR用のデジタルサイネー
ジを設置し、多くの観光資源
や観光地などの知名度を上
げ、新型コロナウイルス感染
症により激減している観光客
の回復を図ります。

まちづく
り課

900 900 R4.7 R4.10

11 庁舎コロナ感染拡大防止事業

ホールに除菌エアコン設置、ト
イレの改修、窓口カウンターの
改修等を行い、役場庁舎内で
の新型コロナウイルス感染症
拡大を防止します。

総務課 43,000 43,000 R4.6 R4.12

12
公共的空間安全・安心確保事
業

役場庁舎を含む村内の公共
施設や学校等において新型コ
ロナウイルス感染症予防に必
要な物資を確保し、感染症拡
大防止を図ります。

総務課 2,530 2,530 R4.6 R5.3

13
地域振興拠点施設感染症対
策改修事業
（高麗館）

新型コロナウイルス感染拡大
防止と社会経済活動の維持と
の両立を持続的に可能として
いくため、商品棚の再配置し、
動線を確保し、スムーズな商
品選びによる利用客同士の３
密の回避を図り、また従業員
と利用客との直接的な接触を
避けるためセルフ型レジス
ターを設置し、感染症拡大防
止を図ります。

まちづく
り課

5,900 5,900 R4.7 R5.3

14
健康増進施設感染症対策整
備事業
（ぽんぽ館）

新型コロナウイルス感染拡大
防止と社会経済活動の維持と
の両立を持続的に可能として
いくため、利用客間の距離の
確保及び利用客と従業員との
直接的な接触を避けるための
送迎バスの増車、セルフ型レ
ジスターの設置や休憩所を改
修し、感染症拡大防止を図り
ます。

まちづく
り課

26,000 22,432 3,568 R4.7 R5.3

15
中央公民館オンライン化推進
事業

新型コロナウイルス感染症拡
大防止による新しい生活様式
への移行及び３密対策を図る
ため、中央公民館ウェブ会議
やサテライト会場等の会場確
保を図るため、館内のＬＡＮを
図書室及び体育館に増設しま
す。

共育課 432 432 R4.7 R4.9

16
中央公民館感染拡大防止事
業

新型コロナウイルス感染症拡
大防止による新しい生活様式
への移行及び３密対策を図る
ため、3階大会議室にて大小
多くの会議に対応することを目
的とし、さらに避難所にも指定
されていることから3階大会議
室のカーペットの抗菌化を図
り、感染拡大を防止します。

共育課 1,718 1,718 R4.7 R4.12


