
交付金充当
経費（Ｄ）

国庫補助金 県補助金 一般財源

1
地域振興拠点施設感染症対
策改修事業
（高麗館）

和式トイレの洋式化を行うとともに、空気清
浄機能付きエアコンの設置や自動水栓化
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 20,524,900 20,524,900 R3.7.2 R4.2.21

エアコン　８台
便器の洋式化　5か所
自動照明化　一式
自動水洗化　11か所
洋式トイレの高機能化　7か所

不特定多数が利用する道の駅にお
いて、来館者及び従業員が安心して
施設を利用することができた。

2
健康増進施設感染症対策整
備事業①
（ぽんぽ館）

感染防止策及び経済・雇用対策により、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、及び多
数の人が集まる施設における感染対策を
徹底するため、新型コロナウィルス感染症
対策をふまえた施設に改修する。

まちづくり課 29,733,000 28,682,659 1,050,341 R4.8.16 R4.2.28

感染対策工事
エントランスホールのフローリングの
張替え等
厨房に空調設備、喚起設備各1台
男女更衣室（温泉、プール）棚の感
染対策

来館者の動線確保や内装材の変更
により感染拡大防止を図ることがで
きた。また、売店の改修により取扱
品目が増え、地場産業の活性化に
つながった。これらの改修により来
館者が増加している。

3
戸沢村プレミアム付き商品券
発行事業

戸沢村プレミアム付商品券発行事業を行う
ことにより、新型コロナウイルス感染症の影
響により低減している村内の消費を刺激
し、村内商工業の活性化を図る

まちづくり課 6,772,197 6,772,197 R3.9.1 R4.3.22
30％プレミアム商品券　2,000冊発行
完売　換金率　99.6％

村内の消費活性化が図られ、村内
商工業事業者の支援へつながった。

4
中小企業緊急災害対策利子
補給補助金交付事業

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
で融資を行う。

まちづくり課 2,768,182 1,384,000 1,384,091 91 R4.1.20 R4.2.15
４事業者に補助

最大10年間無利子にすることで新型
コロナウイルスの影響を受けた事業
者の負担を減らす効果があった。

5 信用保証料補給事業

感染防止策及び経済・雇用対策により、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、中小企
業の円滑な資金繰りに資するための信用
保証料の一部を補給する

まちづくり課 815,519 815,000 519 R3.8.26 R4.2.28
保証制度に係る保証料を補給
上期　18件
下期　18件

信用保証料の一部を補給することで
事業者の負担を減らすことになる。

6 戸沢村応援商品券配布事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
影響で悪化した村内経済の活性化を図る
ため、村内の加盟事業所にて使用できる戸
沢村内で使える商品券を全世帯に１冊ずつ
配布し、住民の生活を支援するとともに、村
内消費を促し活性化を図る。

まちづくり課 14,184,000 14,184,000 R3.6.16 R3.12.7
1,373世帯に10,000円分の商品券を
配布

村内の消費活性化が図られ商工業
者への支援へつながるとともに、長
引く感染症の影響で打撃を受ける家
計への支援となった。

7
村コロナ対策認証取得応援
事業

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、及び
飲食店などでのクラスターリスクを減少させ
るために、県で行っているコロナ対策認証
制度に取り組む飲食店と宿泊事業者に対
して設備や感染予防品等の設置や購入の
補助を行う。

まちづくり課 1,741,000 1,741,000 R3.5.10 R4.3.31
７事業者に支給

村内事業者へ補助することで飲食店
や宿泊施設の感染予防となり、また
利用者の感染リスク減少となった。

8 デジタル観光マップ事業

新型コロナウイルスで観光客が激減してい
る中で、今後の回復に向けて手軽に観光
マップが見れる仕組みを構築する。

まちづくり課 924,400 924,400 R3.7.21 R4.2.28 デジタル観光マップの作製

デジタルでの非接触型観光マップを
利用することにより、感染リスクを減
らす効果があった。また、周遊観光
にも繋がっている。

9 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 1,110,000 1,110,000 R3.7.21 R4.2.15

観光PR用動画の作成
海外個人旅行者向け周遊動画の作
成
テレビCM用動画、放送

ＰＲ動画を作成し、ＴＶＣＭや観光施
設で放映することにより、誘客へつ
ながっている。

10
おとなりさん紹介クーポン発
行事業

新型コロナウイルス感染症の影響により誘
客数が減少し、大型観光地がないため通
過型観光の課題を解決するため、村内参
画店舗で１回1,000円以上のお買い物や施
設利用をされた方に、発行されたお店以外
の参画店舗で利用できる500円のクーポン
を発行し、主要観光施設から周辺施設・飲
食店への周遊を促す。

まちづくり課 833,000 833,000 R3.6.25 R4.2.22 3000枚発行

立ち寄りが多い村内観光業である
が、クーポンを発行することで周遊
の意欲向上につながった。

11
村さいってみっぺキャンペー
ン補助事業

新型コロナウイルス感染症の影響により誘
客数が減少し、クーポン付きチラシを発行
により村の体験型観光施設への集客や新
規観光客の誘客をする。チラシは山形県観
光地・宿泊地への設置。県内の一部地域
への折込を行う。

まちづくり課 3,295,000 3,295,000 R3.6.16 R4.2.2
参画事業者　7事業者
コンテンツ数　 　11件
総利用件数　3,029件

知られていないコンテンツの周知、
戸沢村を来訪する機会の創出につ
ながった。

12
村さ泊まってみっぺキャン
ペーン補助事業

新型コロナウイルスの感染拡大や国のＧｏｔ
ｏトラベルなどの利用停止に伴い、宿泊客
が減少しているため県の宿泊キャンペーン
などに合わせ、村内の宿泊施設の利用拡
大を促す。

まちづくり課 3,480,000 3,480,000 R3.6.16 R4.2.2 利用者数　953名
最大で5,000円助成することで県内
外から多くの宿泊客が訪れ、宿泊施
設利用拡大へと繋がった。

13 村ツアー造成助成事業

新型コロナウイルス感染症の影響により観
光客が減少しているため、貸切バス助成を
行い、少しでも団体のお客様の回復を図る
ために助成する。

まちづくり課 500,000 500,000 R3.6.20 R4.3.31

4事業者に支給
バス　10台
231人の利用

旅行会社向けのバス助成し、村内２
か所への立ち寄りとすることで観光
施設などへの経済効果に繋がった。

14
公共施設オンライン化推進事
業

新しい生活様式への移行及び３密対策を
図るため、役場庁舎・中央公民館において
ウェブ会議に対応することを目的とし、ウェ
ブ会議用PCを増設する。

まちづくり課 526,020 526,020 R3..8.20 R3.9.30 WEB会議用PC　６台
コロナ感染症防止対策を取ることが
できたので安全に働くことができるよ
うになった

15
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において
感染症予防に必要な物資を確保し、感染
症拡大防止を図る。

総務課 2,259,930 2,259,930 R3.6.24 R4.3.10
空気清浄機　23台
ペーパータオル等の消耗品

感染対策用のアルコールや空気清
浄機など、業務が安全に継続して行
えるような整備が出来、効果的で
あった。

16
地域防災計画コロナ感染症
対応改定事業

総務課
危機管理室

0 中止
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17
学校保健特別対策事業費補
助金

コロナ禍の学校において、学校長の判断で
きめ細やかな感染症対策ができるよう対策
費を配当し、安全な環境を整えた上で子ど
もたちの学びの継続を図る。

共育課 1,618,910 0 0 818,910 R3.7.1 R4.3.31
戸沢学園にて感染対策用の消耗品
等の補助

感染対策用のアルコールやCO２モ
ニター、空気清浄機など、学校活動
が安全に継続して行えるような整備
が出来、効果的であった。

18
戸沢村公立学校遠隔授業対
策用品整備事業

感染症による臨時休校等でも子どもたちの
学びを止めないための家庭遠隔授業に対
応する備品を整備する。

共育課 613,844 613,844 R3.6.30 R3.10.29
タブレットケース　 238個
充電アダプタ　 　　140個

コロナ禍でタブレット端末を安全に家
庭に持ち帰って継続して学習できる
環境が家庭の負担なく迅速に整えら
れた事は効果的であった。

19
村成人式県外在住者PCR検
査事業

コロナ禍での成人式を安全安心に挙行でき
るようにPCR検査体制を専門の事業者へ
委託する。

共育課 132,000 132,000 R3.8.2 R3.9.10 ＰＣＲ検査委託料　40人分
検査結果を踏まえて安心安全に成
人式を挙行することができたので大
変効果的であった。

20 中央公民館トイレ改修事業

中央公民館が避難所であるためコロナ避
難所として、トイレのパーテーション等の抗
菌化を図る。

共育課 3,905,000 3,905,000 R3.7.5 R3.11.11
中央公民館トイレ１～３階トイレ
抗菌パーテーション取替

公民館が避難所であるため、コロナ
感染症防止対策を取ることができた
ので安全に活用できる避難所となっ
た。

21
中央公民館オンライン化推進
事業

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に対応す
ることを目的とし、館内のＬＡＮを各階に増
設する。

共育課 179,050 179,050 R3.4.22 R3.6.11
中央公民館内3カ所（研修室・３階大
会議室、和室）にＬＡＮ増設

館内の会議室にＬＡＮを増設すること
でＷＥＢ会議又はＷＥＢ講演会など
コロナでも公民館活動を止めないで
行うことができた、

22
コロナワクチン保管用ディー
プフリーザーバックアップ電源
購入事業

戸沢村中央診療所内に設置している新型
コロナワクチン保管用ディープフリーザーの
停電時の対応として、バックアップ電源を購
入。

健康福祉課 2,200,000 2,200,000 R3.6.18 R3.6.25
新型コロナワクチン保管用ディープ
フリーザー無停電電源装置1台

新型コロナワクチンのディープフリー
ザーによる保管に際し、冷却機能を
維持するために停電時でも安心して
保管できるように整備したものであ
る。この無停電電源装置の整備に
よって、ワクチンの保管が安全・安心
に行うことができた。

23 診療所トイレ等改修事業

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止
のため、戸沢村中央診療所内のトイレ、手
洗い場を非接触型のものに改修する。

健康福祉課 1,199,000 1,199,000 R3.11.10 R4.3.3
患者用男女トイレ、職員用男女トイ
レ各1箇所の便器及びフラッシュバ
ルブ、手洗いを非接触型に変更

便器の蓋の上げ下ろしや、使用後の
水栓レバーの操作、手洗い器のバ
ルブ操作を非接触で行える。不特定
多数の患者が使用するため、コロナ
感染症対策として十分な効果を上げ
た。

24
戸沢学園修学旅行キャンセ
ル料金補助事業

共育課 0 0 中止

25
健康増進施設感染症対策整
備事業②
（ぽんぽ館）

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、エント
ランスホール等の利用客の集まる箇所に
空気清浄機を設置し感染症拡大防止を図
る。

まちづくり課 792,000 792,000 R3.12.28 R4.1.7 空気清浄機を８台設置

施設の構造上、換気が不十分な箇
所において空気清浄機を設置するこ
とより、感染症拡大防止に寄与し
た。

26 稲作経営緊急新事業

感染防止策及び経済・雇用対策により、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、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により米価が大
幅に下落したことによる稲作農家の営農継
続を支援する。

産業振興課 23,364,600 1,437,000 2,197,600 R4.2.14 R4.2.28 295経営体に支給

農地の荒廃に繋がる離農者を増加
させないための次期作支援という形
であったが、資材代や燃料代等、稲
作経営をするうえで必要となる経費
に充当することができ、とても効果的
であった。

123,471,552 97,490,000 800,000 1,384,091 4,067,461合計


