
Ｎｏ 事業名 事業内容
総事業費

（Ａ）
事業開始
年月日

事業完了
年月日

臨時交付金 国庫補助金 県補助金 一般財源（対象外含）

1 家計急変学生等支援事業
新型コロナウィルスに関して自粛要請に応じて活動が自
粛されている学生の生活の維持の助成を目的とする。

まちづく
り課

1,380,000 1,380,000 R2.6.15 R2.9.30 学生　６９人に20,000円を補助
リモート学習機材の整備費や学生自体のア
ルバイト等ができない状況での経済支援と
なりとても効果的であった。

2 子育て世帯特別給付金事業

新型コロナウィルスによる経済的影響受けた、18歳未満
の子どもを持つすべての保護者に対し、10,000円の支援
金を交付する。また、国の支援に上乗せする形と国の対
象とならない世帯の家庭に対しても支援することで、経済
的な支援をする。

まちづく
り課

4,820,000 4,820,000 R2.5.20 R2.10.31
18歳未満の子どもを持つ全ての子育て世帯
482人に10,000円を補助

リモートワークによる機材の整備費や比較
的経済力の低い子育て世帯への経済支援
となりとても効果的であった。

3
密集軽減のための輸送能力
増強事業

村営バス利用時の密集を避けるため、バスを増車する 住民税
務課

3,443,350 3,443,350 R2.4.6 R2.7.31 ハイエースワゴン10人乗り  1台増車
増車することにより、公共交通の村営バス
内での密を解消し、感染拡大防止を図り、
利用者への啓蒙も含めて効果的であった。

4
戸沢村緊急地域雇用維持助
成金

新型コロナウイルス感染症の影響深刻な影響を受けて
なお、従業員の雇用維持に努力する中小企業の事業主
の方へ助成金を支給して、雇用の安定や事業活動の継
続を支援する。国から企業へ支給される雇用調整助成
金に、村独自で上乗せ（休業手当の1/10）して助成し、企
業の人件費負担の軽減を図る。（県事業優先なお負担が
残る事業者に対して助成し、国、県で10/10となる場合は
非該当）

まちづく
り課

172,000 172,000 R2.5.13 R3.3.31 1事業所　上乗せ補助 雇出止めや倒産等を未然に防止できた。

5
戸沢村感染拡大防止休業協
力金

サービスの提供により不特定多数の密集、密接を引き起
こす恐れのある業種の事業者の方で、定められた一定
期間（令和２年４月２５日～令和２年５月１０日）、新型コ
ロナウイルス感染症を防止するため自主的な休業を行っ
た村内事業者（感染拡大防止休業協力金の対象となる
店舗）に対し協力金を支給

まちづく
り課

2,500,000 2,500,000 R2.5.13 R2.6.30 休業を行った25事業者に100,000円を補助 感染拡大時期に有効的に休業を促すことが
でき、感染拡大を未然に防げた。

6 戸沢村持続化給付金

新型コロナウイルス感染症感染拡大により、特に大きな
影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、
再起の糧としていただくため、国で行う持続化給付金に
当てはまらなかった事業者でも、一定の条件を満たした
場合（国の基準に満たなかった事業者　▲30％から▲
50％未満）、戸沢村より給付金の支給を行う。（１事業者
につき上限300,000円）

まちづく
り課

3,219,000 3,219,000 R2.5.13 R3.2.26 11事業者に総額3,219,000円補助
特に営業に影響を受けた観光業、飲食店、
商工業者への経済支援となりとても効果的
であった。

7 事業継続支援給付金

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村内の
旅館、タクシー業、貸し切りバス業、運転代行業、船所有
事業者、日帰り温泉施設、教育旅行、飲食店等、事業者
に給付金を支給する。
給付内容（宿泊施設：定員×10,000円　バス、タクシー、
運転代行、船　等　1台×50,000円　日帰り温泉施設：
2019年入湯税調査の人数×100円　教育旅行受け入れ
事業　今年度受け入れ予定者数×3,800円×7割　飲食
店　一律　100,000円）

まちづく
り課

10,686,700 10,686,700 R2.6.24 R3.2.26 28事業者に総額10,686,000円補助
タクシー業や船所有業者、観光施設等人流
の抑制によって影響を受けたものに対し、
経済支援となりとても効果的であった。

8 物産販売事業者応援事業

新型コロナウイルス感染症の影響でイベントの中止や土
産店の休業が相次ぎ、自社で製造する特産品等の販売
の機会を失ってしまった村内で特産品の製造などを行
い、土産物店などに販売を委託している事業者や、イベ
ントへの参加で販売を行っている事業者に対して支援金
を支給する。

まちづく
り課

1,400,000 1,400,000 R2.6.24 R2.8.31 14事業者に100,000円を補助

休業協力金が該当せず、イベント等深い債
の影響を受け、地場産品の販売が縮小した
ものに対し、経済支援となりとても効果的で
あった。

9 ネクストチャレンジ応援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した
事業者が主体的に行う収入を増やすための新たな取り
組みを支援します。
集客等を取り戻すために行う新たな取り組み（集客イベ
ントや、独自クーポンの発行、新たな業態へのチャレンジ
をし、お客様を出迎える準備をする等）を行うためにかか
る経費のうち2/3を助成（上限5万円、1事業者あたり1回
限り）
村内の飲食店や小売店、理美容、観光事業者等

まちづく
り課

276,000 276,000 R2.6.24 R3.2.26 7事業者に総額276,000円補助

感染拡大に影響されながらも独自にクーポ
ンを発行や新たな業態へのチャレンジする
ものに対し、経済支援となりとても効果的で
あった。

10
地元の魅力発見モニター募集
事業

県内在住者に対し、身近な宿泊施設や体験商品の料金
の一部を助成することで、誘客を図る。また、地域の魅力
を再発見していただき、SNSや口コミなどで情報発信をす
ることで、集客の回復を図る。

まちづく
り課

2,615,000 2,615,000 R2.6.24 R2.11.30

①魅力発見キャンペーン
　宿泊者159人　体験者875人に総額
1,352,000円補助
②観光物産協会に事業費を1,263,000円補
助

集客を呼び込むための旅行券の支援をする
ことにより、地域経済の活性化が図られた。

11 村の魅力発信事業
村観光施設等のPR動画制作等を行い、魅力的な観光資
源・産業の発信により、新型コロナウイルス感染症の影
響により激減している集客の回復を図る。

まちづく
り課

1,490,000 1,490,000 R2.4.1 R3.3.31
動画作成料　990,000円
静止画撮影料　500,000円

魅力的な観光資源・産業の発信により、集
客が図られ、地域経済の活性化が図られ
た。

12
戸沢村プレミアム付き商品券
発行事業

村内で利用できる商品券を発行することで、村内の消費
を刺激し、村内商工業の活性化を図る

まちづく
り課

10,871,384 10,871,384 R2.9.1 R3.3.26 50％プレミアム商品券　2,000冊
村内外かかわらず、商品券を発行すること
により、他地域からの集客と地元商工業の
活性化が図られた。

13 戸沢村商品券配布事業

新型コロナウイルス感染症の影響による休校や、休業な
どで就労や雇用が不安定で住民の生活に対する影響が
大きいことを鑑み、定額臨時給付金のほかに村独自で、
村内で利用できる商品券を村内に住所を有する世帯に
配布し、住民の生活支援、村内商工業の活性化を図る。
配布要件：令和2年4月27日時点で村内に住所を有する
世帯の世帯主（住所を移して施設に入所している方は除
く）

まちづく
り課

16,884,000 16,884,000 R2.5.13 R2.10.30 換金　1407世帯　12,000円の商品券を配布
要件を満たす全世帯に対し、商品券を配布
することで、経済て不安の解消、地元商工
業の活性化が図られた。

14
中小企業緊急災害等対策利
子補給補助金交付事業

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
資を行う。
無利子要件となった場合は、県、村、金融機関にて負担
利子補給分　金融機関0.6％　県0.5％　村0.5％を負担
（10年間）山形県商工業振興資金の取り扱い金融機関

まちづく
り課

1,466,614 733,307 733,307 R2.4.1 R3.3.31
15件　総額1,466,614円補助
（県1/2村1/2）

経営に支障をきたしている事業者の経済的
支援が図られた。

15 防災活動支援事業
避難所内の感染機会削減資材及び消毒薬等衛生用品
備蓄

総務課
危機管
理室

16,912,940 16,313,280 599,660 R2.9.15 R3.3.31

折り畳み式簡易ベッド　100台　段ボール
ベッド・パーテーションセット　１５０セット　パ
ルスオキシメーター　４台　紫外線空気清浄
機　30台　可搬式ヒーター　８セット　カセット
ボンベ式ガス発電機　１２台　非接触体温計
60個　二酸化炭素測定器　20個　他感染対
策消耗品等

近年頻発している災害時での避難が想定さ
れ、衛生面や密接回避のための資材確保
により安全性が図られた。

16
公共的空間安全・安心確保事
業

村内の役場庁舎を含む公共施設の感染症予防に必要な
物資の確保をし、感染拡大防止対策を図る。

総務課
危機管
理室

3,114,961 3,114,961 R2.6.12 R3.3.31

非接触型体温測定器(ハンディタイプ) 10
台、非接触型体温測定器(設置タイプ) 2台、
アクリルパーテーション 40枚、除菌シート等
消耗品

役場をはじめとする公共施設の衛生管理、
感染拡大未然防止が図られた。

17 必需物品供給事業 新生児・妊婦・透析患者・呼吸疾患患者等消毒液
健康福
祉課

1,083,963 1,083,963 R2.5.13 R3.2.28
不織布マスク、除菌ウェットシート、アルコー
ルハンドジェル、フェイスシールド等

新生児・妊婦等に対し、消毒液やマスクなど
を提供することにより感染拡大未然防止が
図られた。

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戸沢村単独事業実績の公表

財源内訳
担当課 事業実績 事業評価・検証・課題等
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18 図書館パワーアップ事業
新型コロナウィルスに感染予防のため在宅で過ごす時
間を有意義に過ごしてもらい外出抑制につなげる。

共育課 288,467 288,467 R2.7.1 R3.3.31
戸沢村中央公民館図書室の蔵書数　２２５
冊

在宅で過ごす時間が増えたこともあり、有意
義に過ごせるよう図書館の増書し、感染拡
大未然防止が図られた。

19 県外居住学生支援事業
県外居住の学生で帰省できなかった方を対象に地元産
の米（つや姫５kg）またはラーメンセットを贈呈する。

まちづく
り課

103,579 103,579 R2.5.8 R2.6.30 県外居住学生　30人に贈呈
県外居住学生に対し、ご当地の米やラーメ
ン、マスクを送ることにより、不安を解消し、
感染拡大未然防止が図られた。

20
中央公民館サーマルカメラ設
置事業

公共機関での感染機会を削減するため、サーマルカメラ
による検温によって、中央公民館等への発熱者の入館を
防ぐ。

共育課 1,305,700 1,305,700 R211.18 R3.1.31 サーマルカメラ　８セット
サーマルカメラや消毒液等設置することに
より安心して使用でき、感染拡大未然防止
が図られた。

21
社会教育施設換気システム設
置事業③(小中学校柔道場)

避難所等に活用される社会教育施設の換気設備の整備
のためコロナ対策空調設備の設置する 共育課 27,190,900 27,190,900 R3.7.6 R3.10.5 社会教育施設換気システム設置　一式

災害時に避難所となる場所について、喚起
できるエアコンを設置することにより安心し
て避難誘導でき、かつ感染拡大未然防止が
期待できる。

22
戸沢村公立学校情報通信ネッ
トワーク環境施設整備事業

ＧＩＧＡスクール構想における戸沢小中学校の無線ＬＡＮ
整備並びにタブレット保管庫の整備を行い、学びの保障
の確保を図る

共育課 13,068,000 7,599,000 5,469,000 R2.9.18 R2.9.30
無線アクセスポイント設置等ネットワーク整
備工事及びタブレット保管庫6台

学校のネットワークを強化し、学びの保証が
確保された。

23
戸沢村公立学校情報機器整
備事業

ＧＩＧＡスクール構想におけるタブレット等を早急に全児
童・生徒分を整備し、学びの保障の確保を図る

共育課 44,880,000 37,320,000 7,560,000 R2.8.4 R2.10.8 全児童・生徒にタブレット252端末を整備

すべての児童・生徒にタブレット端末を配布
することにより、有事の際は、家庭で学習す
ることにより感染拡大未然防止が期待でき
る。

24
学校保健特別対策事業費補
助金

学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事
業

共育課 2,073,632 1,073,632 1,000,000 R2.10.1 R3.3.31
学校再開に向けたアルコール用品、二酸化
炭素測定器等の整備

学校再開に伴い、衛生面等が確保され、安
心して登校でき、感染拡大未然防止が図ら
れた。

25 コロナ避難所資材設置事業 コロナ感染予防のための衛生用品等の必要な消耗品 共育課 709,016 709,016 R2.9.10 R3.3.31
自動アルコール噴霧器　10台　非接触型体
温計　5台　アクリルボード　５台　防護服、
アルコール等感染拡大防止用品

非接触型体温計やアルコール消毒液等設
置することにより感染拡大未然防止が図ら
れた。

26 コロナ避難所トイレ改修事業

中央公民館体育館が避難所であるということで、トイレの
洋式化・老朽化に伴い衛生管理が難しくなってきているこ
とをふまえ、床・パーテーションの抗菌化・自動水栓など
コロナ感染予防をふまえた改修を行う。

共育課 13,845,700 13,845,000 700 R3.7.6 R3.11.11 トイレ改修工事一式
便器の様式化や抗菌壁への交換工事など
により感染拡大未然防止が図られた。

27
インフルエンザ予防接種補助
事業

インフルエンザ予防接種の助成をおこなうことで、インフ
ルエンザり患者を抑えるとともに、熱等による受診を抑制
することで医療機関の負担軽減につなげる。

健康福
祉課

1,595,200 1,595,200 R2.11.9 R3.3.31 インフルエンザ予防接種の費用助成　710人
コロナウイルス感染症と併発が予測される
インフルエンザについて予防接種を促し、り
患者の未然防止が図られた。

28
戸沢村新生活様式対応補助
金（ガイドライン対応型）

新しい生活様式に対応したサービスを提供し、感染拡大
を防ぎながら事業継続をする事業者を支援する。
感染症対策を講じるために掛かった経費について10/10
で支援をする。　（２万円以上２０万円以内）（村1/2・県
1/2）

まちづく
り課

13,057,000 6,475,000 6,582,000 R2.7.6 R3.2.12 74事業所に補助
県が示す新生活様式に対応したサービスが
図れる経済支援となりとても効果的であっ
た。

29
戸沢村新生活様式対応補助
金（小規模事業者支援型）

新しい生活様式に対応したサービスを提供し、感染拡大
を防ぎながら事業継続をする事業者を支援する。
地域企業再起支援事業費を活用した事業者に対し、事
業者負担分の一部について上乗せ補助　補助率　1/8
上限　10万円

まちづく
り課

88,000 88,000 R2.9.1 R3.3.31 1事業所に補助
県が示す新生活様式に対応したサービスが
図れる経済支援となりとても効果的であっ
た。

30
戸沢村新生活様式対応補助
金（中小企業支援型）

新しい生活様式に対応したサービスを提供し、感染拡大
を防ぎながら事業継続をする事業者を支援する。
地域企業再起支援事業費を活用した事業者に対し、事
業者負担分の一部について上乗せ補助　補助率　1/8
上限　７５万円

まちづく
り課

610,000 610,000 R2.9.1 R3.3.31 1事業所に補助
県が示す新生活様式に対応したサービスが
図れる経済支援となりとても効果的であっ
た。

31
戸沢村事業承継・雇用継続奨
励金

事業の継続により雇用と取引先を守るため、事業承継を
促進する奨励金を給付
個人事業主　５０万円　法人１００万円

まちづく
り課

0 0 R2.7.13 R3.3.31 ― 事業継承する事業者がなかった。

32
戸沢村雇用調整助成金申請
代行補助金

雇用調整助成金の申請代行に係る社会保険労務士へ
の手数料に対して補助金を支給する
かかった手数料の2/3　（上限３０万円）

まちづく
り課

497,000 249,000 248,000 R2.7.6 R3.3.31 3事業所に補助
雇用調整助成金の申請が難しく、委託して
申請しなければならない事業者に対し、経
済支援となりとても効果的であった。

33
戸沢村オンライン化促進支援
補助金

感染拡大防止及び緊急時の事業継続対策として、テレ
ワーク環境の整備等を行う場合に補助金を支給する
テレワーク観光の整備などに取り組むために掛かった経
費の2/3（上限１００万円）

まちづく
り課

1,920,000 955,000 965,000 R2.7.13 R3.3.31 6事業所に補助
感染拡大未然防止のため、テレワーク整備
等するものの対し、経済支援となりとても効
果的であった。

34 体温測定器の設置支援事業

村内に所在する年間利用者数が７０００人を超える主要
観光地に対し、団体利用等に対応しうる機能を有した体
温測定器やサーモカメラ等の設置を行い、従業員や利用
者の命と健康を守る。

まちづく
り課

3,422,760 3,422,760 R2.10.22 R2.11.10
顔認証型ＡＩ検温モニタ　10台
ドーム型ＡＩサーマルカメラ　２台

高価で購入が難しい非接触型体温計を貸
出設置することで、感染拡大未然防止が図
られた。

35 信用保証料補給事業
中小企業の資金繰りを円滑にする
信用保証料の一部補給

まちづく
り課

589,968 589,968 R2.4.1 R3.3.31 36事業所に補助
経営に支障をきたしている事業者の経済的
支援が図られた。



Ｎｏ 事業名 事業内容
総事業費

（Ａ）
事業開始
年月日

事業完了
年月日

臨時交付金 国庫補助金 県補助金 一般財源（対象外含）

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戸沢村単独事業実績の公表

財源内訳
担当課 事業実績 事業評価・検証・課題等

36
健康増進施設感染症対策改
修事業（ぽんぽ館）

温泉とプール兼用となっている脱衣所及びトイレを分離し
密を避けるとともに、自動照明や自動水栓などコロナ感
染予防をふまえた施設に改修する。

まちづく
り課

24,860,000 24,860,000 R3.3.31 R3.7.14

休憩室をプール専用脱衣所に変更、温泉脱
衣所ロッカー交換・移設、プール付近に男女
トイレの新設、既存トイレ等の照明の自動化
及び自動水洗化、屋内プール等の空調設
備の改修工事　一式

不特定多数が訪れる温泉施設の動線を見
直すことにより感染拡大未然防止が図られ
た。

37
健康増進施設エアコン設置事
業（ぽんぽ館）

災害時の避難所としても指定されているが、建設から20
年以上が経過し、空調設備の不具合も多く生じている。
現在、感染症対策として、換気の徹底が行われている
が、空調設備の不具合が多く、管内の冷暖房が追い付
かない状況にある。そのため、エアコンを入れ替えること
により冷暖房効率の向上、湿度管理、空気循環による効
率的な換気の促進を促すことにより、利用者及び災害時
の避難者にとって衛生環境向上が期待できる。

まちづく
り課

3,300,000 3,300,000 R2.7.9 R2.8.12 ４方向型　１台　　壁掛け型　3台

災害時に避難所となる場所について、除菌
エアコンを設置することにより安心して避難
誘導でき、かつ感染拡大未然防止が期待で
きる。

38
戸沢村プレミアム商品券発行
事業(春季)

コロナで影響を受ける事業者や住民のために開始時期
を早めて事業実施。村内で利用できる商品券を発行する
ことで、村内の消費を刺激し、村内商工業の活性化を図
る

まちづく
り課

2,900,000 2,900,000 R2.4.10 R2.9.30 20％プレミアム商品券　1,050冊
商品券を発行することにより、地元商工業
の活性化が図られた。

39
戸沢村スポーツ団体新生活様
式対応助成金事業

新生活様式下でのスポーツ団体活動の再開・継続のた
めに体温計を配布するための助成金を村体育協会へ助
成する

共育課 234,000 234,000 R2.7.1 R3.3.15 非接触型体温計等感染対策
県が示す新生活様式に対応したスポーツ活
動ができるよう体温測定や消毒液等を徹底
し、感染拡大未然防止が図られた。

40
戸沢小中学校修学旅行キャン
セル代補償事業

戸沢小中学校修学旅行キャンセル代補償事業 共育課 0 0 ― 中止

41
公立学校情報機器整備費補
助金(GIGAスクールサポー
ター配置支援事業)

GIGAスクールサポーター配置支援事業
小中学校へ学校の急速なＩＣＴ化を支援するための人員
を配置し、ＩＣＴ環境の整備や使用ルールの作成、問題解
決等に当たる

共育課 700,000 350,000 350,000 R2.10.1 R3.3.31 GIGAスクールサポーターの派遣委託

学校での急速なICT化への対応とリモート学
習支援のためのスクールサポーターを配置
することにより、児童・生徒の不安解消と感
染拡大未然防止が図られた。

42
戸沢村新生児子育て特別応
援事業

国の特別給付金の基準日以降に出生した子どもに対し、
村独自の給付金を支給することで、長期化するコロナ禍
での生活を支援する。
4月以降に出生した子１人につき100,000円

健康福
祉課

1,300,000 1,300,000 R2.11.6 R3.3.31 対象者13人に100,000円補助

国の特別給付金の基準日後に生まれた子
供に対し、長期化していた感染拡大時での
生活支援を行い、感染拡大未然防止が図ら
れた。

43
戸沢村生活困窮者等食の支
援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により休業・失業した
生活困窮者等を支援するため、社会福祉協議会の特例
貸付を受けた世帯のうち、申請があった世帯に対し、県
産米を支給する。
県産はえぬき25㎏×2回

健康福
祉課

156,320 94,320 62,000 R2.10.1 R3.3.31 16世帯に配布
コロナの影響による休業・失業した生活困
窮者に対し、経済支援となりとても効果的で
あった。

44
学校教育活動感染症対策支
援事業

学校における感染症対策の強化
アルコール消毒液・ハンドソープ・消毒用ペーパータオ
ル・使い捨て手袋等

共育課 804,053 804,053 R2.11.6 R3.3.31
アルコール消毒液・ハンドソープ・消毒用
ペーパータオル・使い捨て手袋等消耗品の
購入

学校での感染拡大の強化を行うことにより、
感染拡大未然防止が図られた。

45
診療所発熱患者待機室設置
事業

診療所内に熱発患者用に分離するスペースを確保する
ことが困難なため、隣接する保健センターの外部入り口
に風除室を設け、新たに熱発患者用の出入口を確保す
る。
風除室の設置

健康福
祉課

1,287,000 1,287,000 R2.10.1 R3.3.31 風除室設置工事　一式
発熱外来者の新たな出入口を確保すること
により感染拡大未然防止が図られた。

46 保育施設感染症対策事業
新型コロナ感染症対策のため、加湿機能付き空気清浄
機を購入・設置し、感染症対策を講じる。
備品購入費用（加湿空気清浄機）

健康福
祉課

377,460 377,460 R2.11.6 R3.3.31
加湿空気清浄機　750ｗ型　4台　700ｗ型　3
台

加湿機能付き空気清浄機(6台)を保育所教
室に設置することにより感染拡大未然防止
が図られた。

合計 243,499,667 219,930,000 14,379,000 8,590,307 600,360


